適性検査における
外国語(英語)サンプル問題
せんばつ

※

この問題は，令和４年度県立東桜学館中学校入学者選抜から
じっし

しゅつだい

実施される外国語(英語)の 出 題 について，イメージを示した
ものです。
しこう

※

平成２７年に公開された試行問題をもとに作成しています。

※

大問１は，１から３までありますが，ここでは外国語（英語）
の部分のみを示します。

１

さっ し

指示があるまで，この問題冊子は開かないでください。

２ 問題は， １ から ３ まであり，1 ～ 15 ページに印刷されています。
英語の音声の聞き取りを含んだ問題から始まります。
３ 解答用紙は，別にあります。始めの合図があったら，解答用紙の決められた
らんに受検番号を書きましょう。
えん

４

答えは，鉛筆を使い，すべて解答用紙に書きましょう。

５

下書きなどが必要なときは，問題冊子のあいているところを使いましょう。

６

検査時間は 55 分です。

７

終わりの合図まで，席を立つことができません。

山形県教育委員会

１

たかしさんの学級では，総合的な学習の時間で「郷土文化について知ろう」と
いうテーマで，学習することになりました。
ちが

１ 日本と外国の文化の違いについて学習するために，国際交流員のケビンさんを講
師に招きました。クラスを代表して，はなこさんが英語であいさつと質問をしてい
ます。二人のやりとりを聞いて，次の（１）～（３）の問題に答えましょう。な
お，答えはそれぞれア～エの中から１つずつ選び，記号で書きましょう。

(１) ケビンさんが自分の出身地で，つりを楽しむのは何月でしょう。
ア
イ
ウ
エ
December
October
March
August

（２）ケビンさんの出身地で，見ることのできる動物はどれでしょう。
ア
イ
ウ
エ

（３）ケビンさんが紹介してくれたものは，どれでしょう。
ア

有名なスキー場と広い動物園

イ

きれいな砂浜と料理上手なおばあちゃん

ウ

有名なスキー場と山形のいも煮

エ

きれいな砂浜とおいしいお菓子

に

か

し

以上で音声による問題は終わります。
（１）～（３）の問題に答えて，次の問題に
進んでください。

サンプル問題はここまでです。以下、問題１の２に続きます。

－1－

げんこう

外国語(英語)サンプル問題 放送原稿
●これから音声による適正検査問題を始めます。
問題は，１の１です。
英語は２回ずつ読まれます。
聞いている間に，問題用紙にメモを取っても構いません。
答えは全て解答用紙に記入してください。
（間２秒）
それでは，適性検査問題の１ページを開いてください。
（間３秒）

１

たかしさんの学級では，総合的な学習の時間で「郷土文化について知ろう」と
いうテーマで，学習することになりました。
（間２秒）

１

ちがい

日本と外国の文化の違いについて学習するために，国際交流員のケビンさんを講
師に招きました。クラスを代表して，はなこさんが英語であいさつと質問をしてい
ます。二人のやりとりを聞いて，次の（１）～（３）の問題に答えましょう。な
お，答えはそれぞれア～エの中から１つずつ選び，記号で書きましょう。
(１) ケビンさんが自分の出身地で，つりを楽しむのは何月でしょう。
（２）ケビンさんの出身地で，見ることのできる動物はどれでしょう。
（３）ケビンさんが紹介してくれたものは，どれでしょう。
（間３秒）
それでは始めます。
（間２秒）

Hanako : Hello. My name is Hanako. Nice to meet you.
Kevin : Hello. My name is Kevin Smith. Nice to meet you, too.
Hanako : What do you have in your country?
Kevin : In my country, we have beautiful mountains and beaches.
In March, I enjoy camping. In August, I enjoy skiing and fishing.
I usually enjoy swimming in the sea in December.
Hanako : Oh, really? It’s very cold in Yamagata.
Kevin : Yes. And we have many interesting animals. Look at this picture.
It’s gray. And the nose is big. But it’s cute. We can see this animal
on the tree.
Hanako : It’s so cute. I like the small ears. Well, what is the popular food in
your country?

Kevin : Beef pie! My grandmother can cook good beef pies. What is the
popular food in Yamagata?
Hanako : Imoni! Do you know imoni?
Kevin : Umm …i-mo-ni?
Hanako : Yes. It’s good.
Kevin : Oh, I want to eat imoni.
（間５秒）
繰り返します。
Hanako : Hello. My name is Hanako. Nice to meet you.
Kevin : Hello. My name is Kevin Smith. Nice to meet you, too.
Hanako : What do you have in your country?
Kevin : In my country, we have beautiful mountains and beaches.
In March, I enjoy camping. In August, I enjoy skiing and fishing.
I usually enjoy swimming in the sea in December.
Hanako : Oh, really? It’s very cold in Yamagata.
Kevin : Yes. And we have many interesting animals. Look at this picture.
It’s gray. And the nose is big. But it’s cute. We can see this animal
on the tree.
Hanako : It’s so cute. I like the small ears. Well, what is the popular food in
your country?
Kevin : Beef pie! My grandmother can cook good beef pies. What is the
popular food in Yamagata?
Hanako : Imoni! Do you know imoni?
Kevin : Umm …i-mo-ni?
Hanako : Yes. It’s good.
Kevin : Oh, I want to eat imoni.
（間７秒）

以上で音声による問題は終わります。
（１）～（３）の問題に答えて，次の問題に進
んでください。
※放送時間 約５分

解答
１
（１）

イ

（２）

ア

（３）

イ

