平成28年度松江西高等学校入学試験問題
１

英語

【第１問題】

実施要項

実施方法
原則として，所定のＣＤ−Ｒ又は録音テープを校内放送施設・設備を通して再生する。再生は英語の試験開始直後に行うものと

⑴

する。
⑵

校内放送施設・設備が完備していない場合及び故障，又は停電のどの場合には，他の試験会場の妨げにならないように配慮の上，
各試験会場を巡回し，ＣＤプレーヤー等により再生するものとする。
なお，巡回等のため英語の試験開始直後に第１問題が一斉に実施できない場合には，他の問題から先に行うよう，監督者が受験
者に指示すること。

２

ＣＤ−Ｒに収録してある内容
ただ今から放送による問題を行います。（２秒おく。）第１問題は，放送を聞いて答える問題で，問１から問４まであります。途
中でメモをとってもかまいません。（３秒おく。）
絵を見ながら英文を聞き取る問題です。放送される１と２の英文の内容に最も合う絵を，それぞれア〜エの中から一つず

問１

つ選び，記号で答えなさい。英文は２回くり返します。それでは問題に入ります。
There are seven houses near the river.（２秒おく。）くり返します。（英文をくり返す。）

１番

（３秒おく。）
Ken cooks dinner everyday because he wants to be a person who cooks.（２秒おく。）くり返します。
（英文をくり返す。）

２番

（３秒おく。）
これで問１を終わります。次は問２です。

二人の会話を聞いて，そのあとの質問に答える問題です。それぞれの会話のあとに読まれる質問の答えとして，最も適当

問２

なものを，それぞれア〜エの中から一つずつ選び，記号で答えなさい。会話は１〜３まであります。放送は２回くり返しま
す。それでは問題に入ります。
Ａ：Becky, do you have any brothers or sisters?

１番

Ｂ：Yes, I have only one brother.
Ａ：Who is older, you or your brother?
Ｂ：I am.
Question：Who is younger, Becky or her brother?（２秒おく。）くり返します。（会話と質問をくり返す。）（３秒おく。）
Ａ：Excuse me. Could you tell me the way to the city library?

２番

Ｂ：Yes, go down this street and turn right at the third corner. And you will see it on your right.
Ａ：Thank you very much.
Ｂ：Not at all.
Question：Where is the boy going?（２秒おく。）くり返します。（会話と質問をくり返す。）（３秒おく。）

３番

Ａ：Hi, Kate. Is your father at home now?

Ｂ：No, he has gone to London.

Ａ：When is he going to come back?
Ｂ：Next Sunday.

,
Question：Where is Kate s father now?（２秒おく。）くり返します。（会話と質問をくり返す。）（３秒おく。）

これで問２は終わります。次は問３です。

放送部の由紀さんが昼休みの校内放送で，新しいＡＬＴのトム先生にインタビューしたときの二人の会話を聞いて，その

問３

内容を聞き取る問題です。次の１〜４の問いについて，それぞれア〜エの中から最も適当なものを一つずつ選び，記号で答
えなさい。放送は２回くり返します。１回目の放送は10秒後に始まります。（10秒おく。）
,
Yuki ：Hello, everyone. Today I m going to introduce our new teacher.
,
,
,
Tom ：Hello, everyone. I m Tom Smith. I m twenty-f ive years old. I m from Australia. Before coming to Japan, I was an
,
English teacher in Singapore for two years. I m very happy to be here in Japan and teach English at this school.
Yuki ：I will ask you some questions. When is your birthday?
Tom ：August f ifteenth.
Yuki ：How many people are there in your family?
Tom ：There are f ive people in my family. My parents, my sister, my brother and me. My sister and my brother are high
school students. My parents are teachers.
Yuki ：What do they teach?
Tom ：My father teaches science and my mother teaches music.
Yuki ：Well, why did you want to come to Japan?
Tom ：When I was a child, I had a Japanese friend.

He showed me some pictures of Japan. They were very beautiful. I

wanted to live in Japan and know a lot about Japan.
Yuki ：I see. Is this your f irst visit to Japan?
Tom ：No, I visited Kyoto and went to many famous places there last summer.
Yuki ：Do you like our school?
Tom ：Yes, I like it very much. Many students say hello to me.
Yuki ：Do you like sports?
Tom ：Yes, I like tennis. I often play it in my free time.
,
Yuki ：Oh, do you? I m in the tennis club. How about playing it with us?
Tom ：It will be fun. I want to do that.
Yuki ：Enjoy your life in Shimane. Thank you very much, Tom-sensei.
,
Tom ：You re welcome.
（５秒おく。）くり返します。（会話をくり返す。）（10秒おく。）

これで問３は終わります。次は問４です。

英語を聞いて，英語で答える問題です。放送される１〜３の内容に合うように，（

問４

）に適当な英語をそれぞれ１語で答え

なさい。放送は２回くり返します。それでは問題に入ります。
１番

The day before today. What is the day called?（４秒おく。）くり返します。（英文をくり返す。）
（４秒おく。）

２番

We call the fourth day of the week Wednesday.（４秒おく。）くり返します。（英文をくり返す。）
（４秒おく。）

３番

If you like math the best, you can say like this.（４秒おく。）くり返します。（英文をくり返す。）
（４秒おく。）

これで放送による問題を終わります。解答を書き終わったら，他の問題に進みなさい。

