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令和４年度編入学者選抜検査 

学力検査問題 

 

 

 

英  語 

（検査時間 ６０分） 

 

 

 

 

 

 

   注）検査問題は６頁（表紙共）、解答用紙は 1 頁です。 

     検査開始の合図があってから確かめてください。 

   検査問題は検査終了後、持ち帰ってください。 
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１． 日本文の意味に合うように空所に入れるのに最も適切なものを選び、記号で答えなさい。 

   

(1) You’d (        ) mind your manners.                

マナーに気を付けないといけないよ。 

   ア. like       イ. best              ウ. better       

 

(2) All matters are made up (        ) atoms.                       

全ての物質は原子でできている。 

   ア. as       イ. of               ウ. with      

 

(3) He insisted (        ) his innocence.                         

彼は自分の無実を主張した。 

   ア. for       イ.  on               ウ. of       

 

(4) A good rest is (        ) you need.                 

ゆっくり休むことこそ、今君に最も重要なことなのだ。 

   ア. what      イ. where           ウ. which       

 

(5) You should have (        ) the bus number.               

バスの番号を良く見れば良かったのに。 

   ア. check      イ. checking           ウ. checked      

 

(6) The guests can leave the party (        ) they like.    

パーティーからは、いつでも好きな時にお帰りになって結構です。 

   ア. whatever     イ. whenever        ウ. wherever       

 

(7) I ran (        ) an old friend on the train.                    

私は列車の中で旧友と偶然出会った。 

   ア. into       イ. over               ウ. with      

 

(8) Keep in touch (        ) I see you again.  

また会うときまで連絡を取り続けましょう。              

   ア.  by        イ. till              ウ. from       
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(9) I’m going to take (        ) in the English speech contest. 

英語のスピーチコンテストに出るつもりです。       

ア.  game         イ. job              ウ. part       

 

(10) Everyone (        ) to work harder. 

だれもがもっと一生懸命働くべきだ。 

ア. should     イ. must            ウ. ought      

 

 

２. (1)～(5)の発話の返答として最も適切なものを選び、記号で答えなさい。 

   

(1) I might be a little late tomorrow.           ア. I’ll catch up later. 

                        イ. Don’t worry about it.    

ウ. What makes you so confident?  

 

(2) What do you like to do in your free time?   ア. I prefer tea. 

イ. I don’t have any particular plan for tonight. 

ウ. I like watching sports on TV.    

 

(3) We might have to wait for one hour.       ア. I’ll be there at 8. 

                       イ. That’s too long.   

ウ. I don’t remember the situation well.        

 

(4) Where’s your backpack?                   ア. I left it at school. 

                                            イ. It may rain this afternoon.  

ウ. But I don’t know where I am.        

 

(5) I won a trip to Los Angeles!                ア. I’m so happy for you. 

                        イ. Thank you for your invitation.    

ウ. I’m off on Fridays.   
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３. 次の各文の（     ）内の語を最も適切な形（１語）に直しなさい。 

   

 (1) Operate the machine after ( check ) your safety.                         

 (2) He checked his mailbox and ( take ) out his mail.                           

 (3) Mary looks ( young ) than my sister.                                      

 (4) I was finally ( convince ) that this was what I had been seeking for.   

(5) Quite a few ( student ) attended the lecture.                           

 

 

４．(1)～(5)の英文に続けるのに最も適切なものを右のア～オから選び、記号で答えなさい。 

  各選択肢の使用は１回のみとする。 

   

(1) This summer is quite hot,           ア．so take care of yourself.                    

(2) Some people use a basket           イ．you turn it counter-clockwise. 

(3) To loosen the screw,                 ウ．between the old and the new in Tokyo. 

(4) Don’t eat too much                  エ．instead of a cart. 

(5) I like the contrast                   オ.  or you will get fat. 

 

 

５. 日本語を参照しながら [  ] 内の語・句を並べかえて、英文を完成させなさい。 

 

 (1) 原子を見るときは顕微鏡を使う必要があります。               

People [ to / need / microscope / use ] to see atoms.                      

 

 (2) 首相は世論にもっと注意を払うべきだ。     

The prime minister [ more / should / attention / pay / to ] public opinion. 

 

 (3) なぜ彼女は僕を目の敵にするのだろう。     

I [ wonder / treats / she always / why ] me like an enemy. 

 

 (4) この箱はあの箱ほど大きくない。             

    This box [ as / as / large / not / is ] that one. 

       

 (5) この歌を聞くと私は子供の頃を思い出す。             

   This song [ of / my childhood / reminds / me ].  
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６. 次の英文を読んで、(1)～(4)の各文について英文の内容と一致するものには T、一致しないもの

にはFと答えなさい。 

 

 

 

 

 

※問題文は、著作権の関係で掲載しておりません。 

 

 

 

 

語注  1. fled  逃れた    2. basin  盆地   3. plateau 台地 

 

(1) No other city in the world is larger than Mexico City.    

(2) The population increased from1960 to 1980.  

(3) Many people who moved to Mexico City was poor. 

(4) Citizens of Mexico City suffer from severe water pollution.     

 

 

７. 次の英文を読んで、設問に答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

※問題文は、著作権の関係で掲載しておりません。 
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語注  1. pavement 舗装      2. locomotive 機関車 

 

1. 下線部①・②を日本語に訳しなさい。 

 

2. 空所③・⑥・⑧の語の中で適切な方を選び記号で答えなさい。 

 ③ ア. cheap        イ. expensive   

 ⑥ ア. slow         イ. fast    

 ⑧ ア. increased    イ. deceased 

 

3. 空所④・⑦の語を適切な形（１語）に直しなさい。 

 

4. 下線部⑤が「すぐにイギリス中で鉄道が建設されていった。」という意味になるように、括弧 

の語句を並べ替えなさい。 

 

5.  本文の内容について各問に英語で答えなさい。 

(1) What kind of ships can travel faster in the sea?      

(2) What happened to the prices of goods after the transport revolution?    

(3) What was the main sources of energy for railroads?   


