
2022年度 松蔭中学校 入学試験問題（英語 I入試、DS） 英語（その 1） 

 

 

解答はすべて解答用紙に書きなさい。最初にリスニング問題【A】と【Ｂ】を行います。その後、【Ｃ】か

ら【H】の筆記問題に取り組んでください。 
 
 
 
【 A 】(A)から(D)の４つの英文を聞いて、それぞれ絵の内容を最も適切(てきせつ)に表しているものを１つ選び、記号で

答えなさい。英文は印刷(いんさつ)されていません。音声(おんせい)のみです。英文は２度読まれます。 
 

（１）                       （２）                        （３） 

                    
 

 
【 Ｂ 】会話を聞いて、それぞれ最も適切(てきせつ)な応答(おうとう)を(A)から(Ｃ)より１つ選び記号で答えなさい。会話

と応答(おうとう)は、印刷(いんさつ)されていません。音声(おんせい)のみです。英文は２度読まれます。 
 

(1) 最も適切(てきせつ)な応答(おうとう)を(A)から(C)より１つ選び答えなさい。 

(2) 最も適切(てきせつ)な応答(おうとう)を(A)から(C)より１つ選び答えなさい。 

(3) 最も適切(てきせつ)な応答(おうとう)を(A)から(C)より１つ選び答えなさい。 

 

【 Ｃ 】それぞれの絵にあう英単語を、下線の空所をうめて完成させなさい。下線 1 つ（ _ ）につき、1文字のアルファベッ

トが入ります。 
 

(1) _ ice           (2) ta _ le              (3) _ ike           (4) far _ er  
 

       

 

 

（５） _ _ oes          (6) _ _ sh                  (7)  bea _ _       （8） com _ _ ter  
 

      
 
 

 

【 D 】次の(    )にあてはまる語を下の（ア）から（コ）より 1つ選び、記号で答えなさい。(１)は⇒の順番に注目し、(２)と

(3)は左の〇⇔〇と同じ関係になるよう右の（ ）を考えて答えなさい。 
 

(1) Saturday ⇒ (    ) ⇒ Monday ⇒ Tuesday 

(2) North ⇔ South : East ⇔ (    ) 

(3) one ⇔ first : five ⇔ (    ) 
 

(ア) Wednesday   (イ) Eastern    (ウ) Northern   (エ) Sunday (オ) fifth   

(カ) West    (キ) fifty    (ク) Thursday   (ケ) fifteen (コ) Western 

 

【 E 】(1)から(8)は日本語にあう英語を、(9)から(15)は英語にあう日本語を(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えな

さい。  
 

(1) 用意（準備）ができた [(ア)hurry  (イ)late   (ウ)other  (エ)ready ] 

(2) ～を変える  [(ア)change (イ)come  (ウ)do  (エ)make ] 

(3) 消しゴム  [(ア)glue   (イ)scissors  (ウ)eraser   (エ)pencil ] 

(4) ほっぺた/ほほ  [(ア)mouth  (イ)cheek  (ウ)hair   (エ)eyebrow ] 

(5) 滝(たき)  [(ア)lake   (イ)mountain (ウ)waterfall (エ)river ] 

(6) 城  [(ア)factory (イ)castle  (ウ)hotel  (エ)church ] 

(7) ～を去る/出発する  [(ア)leave  (イ)learn   (ウ)know  (エ)understand ] 

(8) 正しい/右 [(ア)same   (イ)wrong   (ウ)right   (エ)different ] 

(9) date  [(ア)日付/月日  (イ)お昼   (ウ)夕方  (エ)朝] 

(10) old  [(ア)年をとった  (イ)年下の/下級の  (ウ)年上の/上級の  (エ)若い ] 

(11) wait  [(ア)走る   (イ)歩く   (ウ)働く  (エ)待つ ] 

(12) begin  [(ア)～を借りる  (イ)～を始める  (ウ)～を捕（つか）まえる  (エ)～を与（あた）える ] 

(13) busy  [(ア)忙（いそが）しい  (イ)びっくりさせるような  (ウ)清潔(せいけつ)な  (エ)やさしい ] 

(14) job  [(ア)考え   (イ)家   (ウ)仕事/職(しょく)  (エ)宿題 ] 

(15) language  [(ア)単語   (イ)人生   (ウ)休日  (エ)ことば/言語 ] 

 

【 F 】(    )に入る最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) A : Are you two free this afternoon?   

B : Yes, we (    ). 

(ア)am  (イ)is  (ウ)are  (エ)are not 
 

(2) A : What (    ) do you like?   

B: I like “Let It Go” from Frozen. 

(ア)sport  (イ)song  (ウ)color  (エ)country 
 

(3) My favorite subject is English. What is (    )? 

(ア)you  (イ)your  (ウ)yours  (エ)mine 
 

(4) A : How much water do you want?   

B : (    ). 

(ア)Yes, I do  (イ)No, I don’t  (ウ)I need just a glass of water  (エ)Don’t worry 



2022年度 松蔭中学校 入学試験問題（英語 I入試、DS） 英語（その 2） 

 

 

 
 

(5) My sister is not good at (    ), but she plays the violin well. 

(ア)swim  (イ)swimming  (ウ)to swim  (エ)swam 
 

(6) A : (    ) do you study English at home, David?   

B : I study it after dinner. 

(ア)What  (イ)How  (ウ)Where  (エ)When 
 

(7) A : What does your mother do, Kate?   

B : (    ). 

(ア)She teaches English and Japanese (イ)Yes, she does   

(ウ)Yes, she is     (エ)She is doing her homework now 
 

(8) Kate and David came to Japan ten years ago. They can (    ) Japanese well. 

(ア)speak  (イ)speaks  (ウ)speaking  (エ)spoke 
 

(9) A : (    ) play tennis, David.   

B : That sounds good! 

(ア)Don’t  (イ)Can  (ウ)Let’s  (エ)Will 
 

(10) A : What is your goal, Kate?   

B : I want (    ) a nurse in the future and help many sick people. 

(ア)am  (イ)be  (ウ)to be  (エ)being 
 

(11) A : Who called you last evening, Ken?    

B : My friend Erika (    ). 

(ア)is  (イ)do  (ウ)does  (エ)did 
 

(12) Which do you like (    ), English or Japanese? 

(ア)good  (イ)well  (ウ)better  (エ)best 
 

(13) A : (    ) you need any help, please call me. 

B : All right. I will. 

(ア)If  (イ)If not  (ウ) Because  (エ)And  
 

(14) A: Do you have time this afternoon? Shall we go to a movie? 

B: That’s a good idea, buｔ I (    ) finish my report first. 

(ア)may  (イ)have to  (ウ)cannot  (エ)mustn’t 
 

(15) A : I am as tall as my mother, and my father is taller than she is. 

B : So, your father is (    ) in your family. How tall is he? 

(ア) as tall as  (イ) tall  (ウ) taller  (エ) the tallest 
 
 

 
 

【 G 】(    )に入る最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) Teacher : You don’t look well. What’s wrong? 

Student : (    ) 

Teacher : Oh, that’s too bad. You should go to the nurse’s office. 

（ア）I have a headache. （イ）I like English. 

（ウ）No, I don’t.          （エ）Good morning, Mr. Brown.   

 

(2) Boy : What time is it now?   

Girl : (    ) 

（ア）It’s eight ten. （イ）It’s nice. 

（ウ）It’s mine.  （エ）It’s Monday.                     

 

(3) Girl : Is this your new bike?  It’s cool! 

Boy : Yes, thank you. (    ) 

（ア）I don’t have a bike. （イ）It was sunny yesterday. 

（ウ）My father bought it for me.   （エ）It’s under my bed.   

 

(4) Boy : I don’t have a pen. (    ) 

Girl : Here you are. 

Boy : Thank you. 

（ア）Will you read it? （イ）May I come in? 

（ウ）Shall we go? （エ）Can I borrow your pen?      

 

(5) Woman : (    ) 

Clerk : It’s 2,000 yen. 

（ア）How is the weather? （イ）How much is this T-shirt? 

（ウ）How many T-shirts do you have?   （エ）How are you?    
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【 H 】本文を読み、後の問いに答えなさい。  

*のついた語句は下に注があります。 
 

So-yun from Korea and Marie from New Zealand are exchange students.  Makiko is a Shoin 

junior high school student, and their Japanese friend.  They are in the classroom at Shoin. 
 

So-yun:  I hate walking.  It takes me about fifteen minutes to come to Shoin.  Also, it is 

so hot today.  It is October now.  October is not summer.  

Makiko:  Yes, I agree.  I heard that it is because of global warming*, but I don’t know well.  

I just know that the Earth is getting hotter and hotter.  So-yun, Marie, do you 

know anything about that?   

Marie: I know some.  The world temperature* is increasing little by little, and carbon 

dioxide*, or CO2 is one of the reasons for that.  

So-yun:  Yes, that’s true.  It surrounds the Earth and makes a layer*.  That layer stops 

heat, and the ｈeat cannot escape into space.  Then, the Earth becomes warm. 

Makiko: Wow, you guys really know global warming very well.  I know one thing.  In Japan, 

we don’t use plastic bags when we go shopping. 

So-yun:  Korea does the same thing, too.  Also, we don’t use any paper cups or plastic 

cups in cafes.  We use mugs or glass cups.  Also, if customers bring their own 

cups, they can get a discount.  

Makiko: That’s a good idea.  Japan should do that!!  How about your country, Marie? 

Marie:   In New Zealand, we also bring our own bag when we go shopping.  Also, the dairy 

product* industry is so important for my country, but they produce a lot of CO2.  

We try hard to reduce it.  It is one of the 17 SDGs. 

Makiko : Wait a minute.  What are you talking about?  What are SDGs? 

So-yun:  They are the Sustainable Development Goals.  They are the goals for everyone 

to save the Earth.  You know, there are many kinds of problems in the world.  

Some people don’t have enough food.  Global warming is a big problem, too.  

SDGs show the list of goals to think about that. 

Makiko: I still don’t understand it.  Is it like a “ have to do ” list for the Earth? 

So-yun: That’s right.  But, you know, we are just students.  Let’s do small things.  We 

can recycle plastic bottles. 
 

※【注】 global warming 地球温暖化、temperature 温度、 

carbon dioxide (CO2) 二酸化炭素（にさんかたんそ）、layer 層（そう）、 

dairy product 乳製品（にゅうせいひん：動物の乳をもとにして作られる製品のこと）   

 

 

 

最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) この会話が行われている季節を答えなさい。 

(ア) 春 

(イ) 夏 

(ウ) 秋 

(エ) 冬 

 

(2) 二酸化炭素(CO２)と地球温暖化の関係を具体的に解説したのは誰か答えなさい。 

(ア) 学校の先生 

(イ) マキコ(Makiko) 

(ウ) ソユン(So-yun) 

(エ) マリエ(Marie)  

 

(3) 買い物時にビニール袋を使わない国はどこか、答えなさい。 

(ア) 日本 

(イ) 韓国(かんこく) 

(ウ) 日本と韓国(かんこく) 

(エ) 日本と韓国(かんこく)とニュージーランド 

 

(4) 韓国（かんこく）で行われている環境（かんきょう）問題に対する取り組みを答えなさい。 

(ア) プラスチックのコップやストローを使わない。 

(イ) 紙のコップやストローを使わない。 

(ウ) 使い捨てのコップを使うとポイントがたまる。 

(エ) 客が自分のコップを持参すると、お得になる。 

 

(5) マキコ(Makiko)は最終的に SDGsのことをどんなものと理解したか、答えなさい。 

(ア) しっかりと、SDGsは世界が考えるべき持続可能な開発目標と理解している。 

(イ) しっかりと、SDGsには貧困問題や環境問題があると理解している。 

(ウ) よく分からないが、SDGsには貧困問題や環境問題があると理解している。 

(エ) よく分からないが、SDGsは地球のために私たちが考えるべきリストのようなものと理解している。 

 



 

 

2022年度 松蔭中学校 入学試験問題（英語 I入試、DS） 英語 解答用紙 
 

 

 

 

解答はすべて解答用紙に書きなさい。最初にリスニング問題【A】と【Ｂ】を行います。その後、【Ｃ】か

ら【H】の筆記問題に取り組んでください。 

 
 
【 Ａ 】それぞれ絵の内容を最も適切(てきせつ)に表しているものを１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  

 
 
 
【 B 】会話を聞いて、それぞれ最も適切(てきせつ)な応答(おうとう)を(A)から(Ｃ)より１つ選び記号で答えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  

 
 
【 C 】それぞれの絵にあう英単語を、下線の空所をうめて完成させなさい。 
 
 

(1)  _ ice (2)  ta _ le (3)   _ ike (4) far _ er 

(5)  _ _ oes (6)  _ _ sh 

(7)  bea _ _  (8)  com _ _ ter 

 
 
【 D 】(    )にあてはまる語を下の（ア）から（コ）より 1つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  

 
 
【 E 】(1)から(8)は日本語にあう英語を、(9)から(15)は英語にあう日本語を(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答

えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

(6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

(11)  (12)  (13)  (14)  (15)  

 
 
 

 

【 F 】(    )に入る最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

(6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

(11)  (12)  (13)  (14)  (15)  

 

 

【 Ｇ 】(    )に入る最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

【 H 】各問に答えなさい。 
 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

受験番号  合計 

   

採点者 

記入欄 

AB 

 

 

 

CDEF 

 

 

 

GH 

 

 

 

合計 

 

 

 

 



 

 

2022年度 松蔭中学校 入学試験問題（英語 I入試、DS） 英語 模範解答 
 

 

 

 

解答はすべて解答用紙に書きなさい。最初にリスニング問題【A】と【Ｂ】を行います。その後、【Ｃ】か

ら【H】の筆記問題に取り組んでください。 

 
  
 
【 Ａ 】それぞれ絵の内容を最も適切(てきせつ)に表しているものを１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) C (2) A (3) D 

 
 
 
【 B 】会話を聞いて、それぞれ最も適切(てきせつ)な応答(おうとう)を(A)から(Ｃ)より１つ選び記号で答えなさい。 
 

(1) A (2) B (3) B 

 
 
【 C 】それぞれの絵にあう英単語を、下線の空所をうめて完成させなさい。 
 
 

(1)  r ice (2)  ta b le (3)  b ike (4) far m er 

(5)  s h oes (6)  f i sh 

(7)  bea c h (8)  com p u ter 

 
 
【 D 】(    )にあてはまる語を下の（ア）から（コ）より 1つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) エ (2) カ (3) オ 

 
 
【 E 】(1)から(8)は日本語にあう英語を、(9)から(15)は英語にあう日本語を(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答

えなさい。 
 

(1) エ (2) ア (3) ウ (4) イ (5) ウ 

(6) イ (7) ア (8) ウ (9) ア (10) ア 

(11) エ (12) イ (13) ア (14) ウ (15) エ 

 
 
 

 

【 F 】(    )に入る最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) ウ (2) イ (3) ウ (4) ウ (5) イ 

(6) エ (7) ア (8) ア (9) ウ (10) ウ 

(11) エ (12) ウ (13) ア (14) イ (15) エ 

 

 

【 Ｇ 】(    )に入る最も適切(てきせつ)なものを(ア)から(エ)より１つ選び、記号で答えなさい。 
 

(1) ア (2) ア (3) ウ (4) エ (5) イ 

 

 

【 H 】各問に答えなさい。 
 

(1) ウ (2) ウ (3) エ (4) エ (5) エ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

受験番号  合計 

   

採点者 

記入欄 

AB 

 

 

 

CDEF 

 

 

 

GH 

 

 

 

合計 

 

 

 

 



 

 

2022年度 松蔭中学校 入学試験問題（英語 I入試、DS） 英語 リスニングスクリプト 
 

 

 

英語リスニングスクリプト 5：11 

 

【 A 】 スクリプト 

(1) (A) I’m happy.         

(B) I’m angry.         

(C) I’m sad.    

(D) I’m excited.       

(2) (A) There are two cats on the bed.          

(B) There are two cats under the bed. 

(C) There are two tennis balls on the bed.    

(D) There are two tennis balls under the bed.     

(3) (A) A girl is painting in the park.      

(B) A girl is walking in the park. 

(C) A girl is cleaning in the park.       

(D) A girl is running in the park.                 

 

【 B 】 スクリプト 

 

(1) Boy: Hi, how are you today? 

Girl: (               ). 

(A) I’m good, thank you.    

(B) It’s sunny. 

(C) It’s Monday today.       

 

(2) Man: Excuse me, but where is the post office? 

Woman: (                 ). 

(A) Go to the post office.        

(B) Go straight along the street and turn left.  

(C) Go ahead. 

 

(3) Clerk: What would you like to order? 

Customer: I’ll have a hamburger. 

Clerk: Would you like something to drink? 

Customer: (                 ). 

(A) For three days.      

(B) One orange juice, please.    

(C) French fries and ice cream.  

 

 

 


