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平成 26 年度 洛陽総合高等学校【英語】第 1 次入学考査問題 

 

  

 

◎解答は解答用紙に記入すること。                           （氏名は書かないこと） 

                              

Ⅰ 次の文は、タツノリの体験談の一部です。英文を読んで以下の問いに答えなさい。 

 

      Last fall, I stayed in London for a month.  My host family was the *Hartleys.  They were very friendly, but they were very 

busy.  *Nobody came home until 6:00, and sometimes Mrs. Hartley didn’t come home until dinner time, around 7:00.   

     One day, I came home from school early.  Nobody was there, so I decided to ①( ショッピングに行く).  I got on the bus to 

Oxford Street, one of London’s famous shopping areas.  When I sat down, I started to feel sleepy…. 

     Suddenly I *woke up!  ②Where was I !?  The bus had gone past Oxford Street!  I got off the bus and waited a return 

bus.  It was already 7:00.  “I should call the Hartleys,”  I thought.  But I didn’t have their phone number with me. 

     I finally got home at 8:00.  “Tatsunori, where have you been?  We’ve been so ( ③ )!"   I told them the story.  “Next 

time, please leave ④us a note.  Tell us where you’re going.  And keep our phone number with you at all times!”    

     The next day, Mrs. Hartley gave me ⑤a present.  It was a T-shirt with big black letters on it:  “If lost, please return to 

the Hartleys, telephone number 020-7555-1257!”   I laughed so hard!  

 

注)  Hartley  ハートレイ(名前)  nobody  誰も～ない   wake up  目を覚ました  hard  大声で  

 

  

問１ 下線部①(ショッピングに行く)となるよう 2 語の英語で答えなさい。 

 

問２ 下線部②を日本語にしなさい。 

 

問３ 下線部③に入れる適当な語を下より選び、記号で答えなさい。 

    ア．worried    イ．happy    ウ．glad    エ．good 

 

問４ ④us は、誰のことか、文中の 2 語の英語で答えなさい。 

 

問５ 下線部⑤a present は何か、具体的に日本語で説明しなさい。 

 

問６ この英文のタイトルは、次のうちどれが適切か、記号で答えなさい。 

    ア．ロンドンでの経験  イ．ロンドンのバス  ウ．有名なショッピング街  エ．電話機の故障 

 

問７ 次の日本語が本文の内容に合っていれば○、違っていれば×を記入しなさい。  

  

    (1) ハートレイ夫人は夕方６時に帰宅する。  

      (2)  タツノリは、ショッピングに行くことができた。 

(3)  タツノリは一人でショッピングに行った時、ハートレイ家の電話番号を知らなかった。 

 

 

 

 

受験番号  
 

 

 

（氏名は書かないこと） 



No.2 

Ⅱ  

問１ １～５の（  ）に入る質問文をア～オより選び、記号で答えなさい。但し、同じ記号は 2 度使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

ア．Where did you get this pen?    イ．Shall I open the window? ウ．What time is it in Sydney now?  

エ．Whose dictionary is this? オ．How far is it from here to the station?  

 

 

問２ 次の英文の答えとして最も適切なものをア～コより選び、記号で答えなさい。但し、同じ記号は 2 度使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ⅲ  

問１ 次の１～５の英単語について下線部の発音が同じものをそれぞれ選び、記号で答えなさい。 

１．country ア．could イ．mountain ウ．shout エ．enough 

２．know ア．keep イ．knife ウ．key エ．kind 

３．strange ア．orange イ．information ウ．planet エ．camera 

４．decided ア．wanted イ．washed ウ．played エ．walked 

５．classes ア．boxes イ．books ウ．potatoes エ．cars 

 

 

 

問２  次の英単語について最も強く発音する位置を記号で答えなさい。 

１． sur-prise            ２． hos-pi-tal            ３． tra-di-tion-al         ４． prob-lem           ５． dic-tion-ary 

ア  イ            ア  イ ウ            ア  イ  ウ   エ           ア   イ             ア  イ  ウ 

   

 

 

1． Question : (                   ) 2． Question : (                            ) 

 Answer : It is mine.  Answer : It is four o’clock. 

        

3． Question : (                    ) 4． Question : (                            ) 

 Answer : I got it at ABC shop.  Answer : About eight hundred meters. 

        

5. Question : (                          )     

 Answer : No, thank you.     

１． Do you like Tokyo? ２． How was your vacation? 

３． Bye, I have to go now.   ４． Have a good holiday. 

５． How often do the trains come? ６． How do you spell it? 

７． May I help you? ８． Where is my key ? 

９． I’ll have another piece of cake. 10． Can you tell me where the station is? 

ア．I had a good time. イ．I’m just looking. ウ．It’s on the table. エ．Help yourself. 

オ．Yes, I like it very much. カ．D-I-A-R-Y. キ．You too. ク．Sure.  It’s next to the hospital. 

ケ．They come every fifteen minutes.  コ．See you.  
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Ⅳ 次の１～５の日本語は英語に、６～１０の英語は日本語に直しなさい。 

 

 

 

 

Ⅴ  次の英文の（  ）に入る最も適当なものを１つ選び、記号で答えなさい。 

 

１．Jane (    ）my friend. [ア．are イ．be ウ．is エ．am ] 

２．Nana (       ) in a town near Kyoto. [ア．live イ．living ウ．lives エ．to live  ] 

３．(    ）are flowers. [ア．This イ．These  ウ．It エ．That   ] 

４．Is this his pen?---Yes, it’s (     ). [ア．Ken イ．Kens ウ．Kenes エ．Ken’s  ] 

５．Tom had no  (      ). [ア．house to live in イ．live in house to ウ．house in live エ．to live in house ] 

６．(       ) is very helpful ? [ア．Who イ．Whose ウ．Where エ．When ] 

７．I (      ）since last week. [ア．have been sick イ．was sick ウ．has been sick エ．sick ] 

８．I (      ）the book now . [ア．am reading イ．was reading ウ．just have read エ．have just read ] 

９．He (      ) have to study English. [ア．isn’t イ．wasn’t ウ．doesn’t エ．don’t ] 

10．You must (       ) your mother. [ア．helping イ．helps ウ．to help エ．help ] 

 

 

Ⅵ  次の日本文の意味を表すように記号を並べかえたとき、2番目と 4番目にくるものをそれぞれ記号で答えなさい。 

ただし、文頭の文字も小文字である。 

 

 1. 彼女は彼にたくさんの写真を見せました。 

( ア．him     イ．a lot of    ウ．pictures     エ．showed     オ．she  ). 

 

   2. 私はクラスの他のどの男の子よりも背が高いです。 

    (ア．any    イ．  I     ウ． taller   エ．  boy    オ． my   カ．other   キ． than   ク．am   ケ．class   コ．in  ). 

 

  3. 彼は京都に住んでいる兄がいます。 

     (ア． a brother  イ． has    ウ． Kyoto    エ．  he    オ．  lives   カ．who   キ． in ). 

 

   4. 英語とフランス語はカナダで話されています。 

(ア． and       イ． are     ウ．  English    エ．  in     オ． spoken    カ．French    キ．Canada  ). 

 

  5. あの花はなんて美しいのでしょう。 

(ア． that       イ． how     ウ． beautiful     エ．  flower      オ． is  ) ! 

 

 

Ⅶ あなたのことについて、以下の項目から１つを選び、英文で説明しなさい。ただし、15語以上の英単語を使うこと。 

  [ ピリオド（ . ）カンマ（ , ）は語数に含まれません。] 選択した番号は解答用紙｢選択番号｣欄に記入しなさい。 

 

１．中学時代の思い出について   ２．趣味や休日の過ごし方について    ３．将来の夢について 

 

１．日曜日  ２．水曜日  ３．8 月 ４．9 月 ５．2 番目 

６．summer ７． eleven ８．thirteen ９．basketball 10．tennis 


