大妻多摩中学高等学校
英語科 English Department

国際進学入試の第１回英語の入試問題(帰国生入試)は、以下の要領で実施します。サン
プル問題は、数問出題するものについては２問ずつ提示します。

《帰国生入試のリスニング試験(20 分、100 点)について》
★全体の難易度の目安：実用英語技能検定３級～準２級レベル
★文字の提示について：選択肢に、英単語や英文を提示する問題もあります。

帰国生入試 サンプル問題
【問１A のサンプル問題】
２人の対話と質問を聞き、その答えとして最も適切なものを、１～４の中から一つ選び
なさい。放送は２回です。
（１）
１

２

Pizza Paradise
Pizza Paradise
３

４

Pizza Paradise
Pizza Paradise
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＜ Script ＞
Ａ：Look, the pizza restaurant has a new sign!
Ｂ：You’re right. I think it’s easier to read because the letters are on top of the pizzas.
Ａ：I think so too, but I liked the older sign better because the picture of the pizza was big.
Ｂ：Well, I say the more pizzas there are, the better!

Question: What does the new sign look like?

【問１B のサンプル問題】
中学１年生の４月に行われる親睦会で、ユウコとトニーがクラスメイトについて話して
います。ヒナコ、コウタ、アンナ、エイジは絵の中の誰なのかを、１～７の中から選び、
その番号を書きなさい。放送は１回です。

２
１

３

（この絵は、全体から一部を抜粋したものです）

＜ Script ＞
Tony： Hi Yuko. Are you enjoying the orientation trip?
Yuko： Yeah, I guess. All the activities are fun, but I’m still a bit nervous because there are so
many classmates I haven’t talked to yet.
Tony： Then let’s go talk with some of the students over there. Do you already know any of them?
Yuko： Let me see… yes, I know the girl playing with a ball.
Tony： You mean Anna? The one with the short hair?
Yuko： No, it’s a bit longer than that… she’s the one wearing shorts.
Tony： Right. That’ll be Hinako. Who else do you know?

（このあと会話が続き、全体で約１分余りとなります）
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【問２のサンプル問題】
２人の短い対話を聞き、その後に続く最も適切な応答を、放送される３つの中から一つ
選びなさい。放送は２回です。
（１）
＜ Script ＞
Ａ：I’m hungry, Mom.
Ｂ：Oh, it’s nearly 12 o’clock. What do you want for lunch?
Ａ：Can I have spaghetti?
１. I’m not so hungry.
２. Which sauce do you like?
３. I’ll go shopping.

（２）＜ Script ＞
Ａ：Welcome to Otsuma Tama Junior and Senior High School.
Ｂ：Thank you. Nice to meet you.
Ａ：Nice to meet you too. Is this your first visit to us?
１. No, I’ve come here a few times since last year.
２. No, I’ve seen your school many times on your web site.
３. Yes, I came here to see your sports festival last year.

【問３のサンプル問題】
２人の対話と質問を聞き、その答えとして最も適切なものを、解答用紙にある１～４の
中から一つ選びなさい。放送は２回です。
（１）
１. Go to a soccer game.
２. Go watch a movie.
３. Meet at a train museum.
４. Play soccer with the boy’s brother.
＜ Script ＞
Ａ：Ken, what are you going to do this Sunday?
Ｂ：I’m going to watch my sister’s soccer game.
Ａ：Are you? Can I come, too? I love soccer.
Ｂ：Of course. Meet me in front of the station at 12:30.

Question: What will they do this Sunday?
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（２）
１. Have dinner.
２. Take a hot bath.
３. Practice tennis.
４. Go to bed.
＜ Script ＞
Ａ：Keiko, how was your tennis club today?
Ｂ：Not so good, Mom. It was so windy and cold today, but we still had to practice two hours.
I’m really tired.
Ａ：That’s too bad. Take a hot bath. After that, we can have dinner.
Ｂ：That sounds great!

Question: What will the girl do first?

【問４のサンプル問題】
これから純子とノブの会話が放送されます。その会話の内容に合うように、空欄を日本
語で埋めなさい。放送は２回です。
※放送の前に 30 秒間、以下の要約文を読む時間をとります。
また、１回目と２回目の放送の間に 20 秒の間があります。
純子とノブは来週の金曜日が締め切りの
をしている。今日が

２

１

のプロジェクト課題のことで話

曜日なので時間があるため、二人は一緒にやる日を決め

ようとしている。ノブが来週の木曜日はどうかとたずねると、それでは直前になって
しまうからダメだと純子は言う。日曜日は、純子は
に帰宅の予定だが、午後はノブが

５

３

に行って

４

時頃

に行くので都合が合わない。月曜日は

ノブの部活動があるため都合が悪く、火曜日は純子に
結局水曜日に一緒にやることとなった。課題をするのに

６

の予約があるため、
７

必要があるので、

４時に図書館で待ち合わせることにした。

＜ Script ＞
Junko： Mr. Arai said we should hand in our science project homework by next Friday. Let’s do it
together sometime, shall we? We have one week.
Nobu： OK. How about next Thursday? I’m free next Thursday.
Junko： No way! It’s just one day before the deadline. We should have more time.
Nobu： I see. How about tomorrow? It’s Sunday and we have no school. Are you free?
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Junko： Oh, I’m sorry. I’m going shopping with my mom. But I’ll be back around two o’clock
in the afternoon.
Nobu： Hmm. I’m going to a baseball game in the afternoon.
Junko： Then, how about Monday?
Nobu： I have tennis club after school. Are you busy on Tuesday?
Junko： I have a dental appointment that day.
Nobu： OK. Then let’s do it on Wednesday.
Junko： That’s OK with me. We can do it at my house. Come to my house after school.
Nobu： That sounds good, but we may need some books about science. Shall we go to the library?
Junko： You’re right. We will need to read some books for the homework.
Nobu： OK. Then, let’s meet in front of the library at four.
Junko： All right.

《帰国生入試のライティング試験(20 分、100 点)について》
※リスニング試験 20 分の後、【５】としてライティング試験 20 分を行います。

【問５のサンプル問題】これはライティング問題です。問題は全て問題用紙に書かれています。
以下の短い英文を読んで、あなたの考えを英文で書きなさい。
At Otsuma Tama Junior High School, students can use either a backpack or a
bag when they go to school. These days, more and more students use
backpacks instead of bags. Can you think of any reasons why? Write at least
one good point and one bad point of using backpacks.
※ “Today backpacks are getting more popular among students.” で
文を始めること。
※ 書き出しの文を除いて、60～80 語で書くこと。

