2022 年度入試

入試問題作問方針（適性検査 40 分 一般入試

50 分）

本校の入試問題は、公立高校の入試問題同様、中学の基礎基本を問うことを目的としています。
教科書中心の確実な復習や公立高校の過去問題が本校の入試の対策になります。

英語
＜出題範囲のねらい＞
中学３年間で学習した内容を理解しているかを見ることがねらいです。読解問題では、記
述形式の問題を増やすことで、自ら考えて答えを導き出す力及び、必要な情報を把握する
力が求められています。リスニング問題では相手の反応を予想し、その場の状況を判断す
る力を測ります。

学習のポイント
出題形式は公立高校に概ね準拠しています。その為、教科書の復習や公立高校の過去問題が
対策をする上で参考になります。また、様々な形の記述問題にも慣れておくと良いです。リ
スニング問題も出題されるので、日頃より英語を聞く習慣をつけ、内容を理解できるように
することが大切です。

■推薦入試（適性検査）
文法・語彙、図表、会話文、長文の4部構成となっています。
文法・語彙：これまで学習した各文法項目及び単語・熟語を理解しているかを測ります。
図表
：図表を見て、それらを基に内容を把握して、設問に答える形式です。
会話文
：会話の内容を理解し、その状況に応じた設問に解答する形式です。
長文
：都立入試と同程度の長文を読み、内容一致問題をはじめとして、幅広く
出題をします。
文法・語彙、図表は選択式の設問、長文、会話文は選択式及び記述式の設問があります。

■一般入試（学科試験：解答形式がマークと記述の併用）
リスニング、図表、会話文、長文の4部構成となっています。
リスニング：会話の応答を聞いて答える形式です。
図表
：図表を見て、それらを基に内容を把握して、設問に答える形式です。
今年度は英作文も出題します。
会話文
：会話の内容を理解し、その状況に応じた設問に解答する形式です。
長文
：公立入試と同程度の長文を読み、同形式で出題をします。
リスニング・図表は選択式及び記述式、長文・会話文は選択式の設問があります。

【2021 オープンスクール⼊試問題ポイント解説（英語）資料】
1

リスニングテスト（放送による指⽰に従って答えなさい。）

【問題 A】次の１〜３の中から適するものをそれぞれ⼀つずつ選びなさい。
＜応答⽂１＞
1 Of course.
2 Not bad.
3 Youʼre welcome.
＜応答⽂２＞
1 I hope so.
2 Youʼll do fine.
3 Iʼm not sure.
＜応答⽂３＞
1 So did I.
2 Hereʼs some water.
3 Iʼll get you another one.
＜応答⽂４＞
1 Iʼm OK, thanks.
2 Iʼll go home.
3 I did it yesterday.

【問題 B】英⽂を聞いた後に、質問に対する答えを書きなさい。ただし数字の場合はアルファベ
ットで
解答しなさい。（１,２,３のような解答は不可とする）
Answer : When she was (

)(

)(

).

２

図表問題

Ken: Where will we go next, Tom?
Tom: I want to go to Taito next.

Iwakuramae

Ken: Ok, then, letʼs ride on TOKYO Line.
Tom: Ok, but I donʼt know how to buy the
ticket.

Kaneiji

Taito

240

170

Ken: Itʼs very easy! First look for the station
from the map over there. Under the
station name, there is a travel fee to go

Shitamachi

there. Then, press the button on the
screen switch of the vending machine.
After pressing the button, you will insert
the coin which you need to pay for.

TOKYO Line

Sumidagawa

270

270
Kita-Katsushika

Harumi

270

340

Tom: So I want to go the Taito, it costs 170
yen, then, I have to press this switch, right?

Arakawa
270

Ken: Yes, thatʼs right!
Tom: After Taito I want to go to Arakawa,

Harumi and Shitamachi. It cost too much.
Oh! There is a 350 yen ticket which can go
three stations. But are there any better
tickets?
Ken: Yeah, we have Two-days-free pass. If

Three stations pass
350

you buy it, you can go any place in the
line area. It costs 800 yen, so it is a little
bit expensive, but more useful than buying many tickets if you want to go to many
places in Tokyo.
Tom: Wow It sounds great! How can I buy that?
Ken: You need to press one-day-free pass button right side bottom of the screen.
Tom: Great I will buy it! Thanks, Ken!
Ken: What would you do at Taito? Do you want to see any temples?
Tom: I will see the temples and want to buy some souvenirs. But the reason to go there is to eat special
Maccha Ice cream.
Ken: What is special for that?
Tom: I saw them on my friendʼs blog. It uses special Maccha and Gold powder on top. On the blog, the
store sells Maccha drink and pudding but ice cream looks best! So I want to buy the ice-cream!
Ken: Wow, Thatʼs sounds gorgeous! I will buy it!

