


























2020年度 東奥義塾高等学校 入学試験 英語 放送台本 
 

⓪ 今から, 英語の, 放送による検査を行います。はじめに, 解答用紙を出して, 受験番号を決められた欄に記入

して下さい。（5秒）次に, 問題用紙の１ページを開いて下さい。（3秒） 

□
しかく

の１は放送による検査です。問題はかっこ１からかっこ４まであります。必要があればメモをとっても

かまいません。およそ１分後に放送を開始しますので，問題用紙や解答用紙に不備がある場合は手を挙げ，

試験監督に交換してもらってください。（約 1分） 

① それではかっこ１から始めます。（3秒） 

 

② かっこ１は英文と質問を聞いて，適切なものを選ぶ問題です。問題はア，イ，ウの三つあります。質問の答

えとして最も適切なものを,１,２,３,４の中からそれぞれ一つ選んで，その番号を解答用紙に書きなさい。英

文と質問は二回読みます。（2秒）それでは始めます。（3秒） 

 

③ アの問題（2秒） 

④ This animal has long ears and a short tail. Which picture shows this?（2秒） 

⑤ もう一度読みます。（2秒）（英文と質問を読む）（2秒） ⑥ 答えを書きなさい。（3秒）  

 

⑦ イの問題（2秒） 

⑧ You are in front of the station. You will turn right at the second corner and walk for a while. You will see 

it on your left. Where will you arrive?（2秒） 

⑨ もう一度読みます。（2秒）（英文と質問を読む）（2秒） ⑩ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

⑪ ウの問題（2秒） 

⑫ One of your classmates wants to see a movie after school with you and you are interested in it. What will 

you say next?（2秒） 

⑬ もう一度読みます。（2秒）（英文と質問を読む）（2秒） ⑭ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

⑮ これでかっこ１を終わります。（1秒）では, かっこ２に移ります。（1秒） 

 

⑯ かっこ２は，交換留学生のケビンが，留学の最終日にホストファミリーにしている話を聞いて，質問に答え

る問題です。問題はア，イ，ウの三つあります。はじめに，英文を二回読みます。次に，質問を二回読みま

す。質問の答えとして最も適切なものを１,２,３,４の中からそれぞれ一つ選んで，その番号を解答用紙に書

きなさい。（2秒） 

それでは始めます。（3秒） 

 

⑰ I was surprised at the Japanese school system. I didn’t know that students stay at the same classrooms 

during school hours in Japan. Therefore, I asked my classmates where I should go on the first day. Also, 

we had the same school lunch together. I enjoyed eating lunch with my classmates. After school, we 

cleaned our classroom and it was really fun. I was most surprised that students wear the same school 

uniforms in Japan. I thought it was a bad idea. I wanted to wear my favorite clothes to school. After I go 

back to my country, I will tell my friends about my school life in Japan.（2秒） 

⑱ もう一度読みます。（2秒）（英文を読む）（2秒） 

 

⑲ では，質問します。（3秒） 

⑳ ア（2秒） 

㉑ Who told Kevin which classroom he should go on the first day?（2秒） 

㉒ もう一度読みます。（2秒）（質問を読む）（2秒） ㉓ 答えを書きなさい。（3秒） 

 



 

㉔ イ（2秒） 

㉕ What was Kevin most surprised at about the Japanese school system?（2秒） 

㉖ もう一度読みます。（2秒）（質問を読む）（2秒） ㉗ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

㉘ ウ（2秒） 

㉙ Why did Kevin think wearing school uniforms was a bad idea?（2秒） 

㉚ もう一度読みます。（2秒）（質問を読む）（2秒） ㉛ 答えを書きなさい。（3秒） 

 

㉜ これでかっこ２を終わります。（1秒）では，かっこ３に移ります。（1秒） 

 

○33 かっこ３は，ダイアナとカズヤの対話の一部を聞いて，質問に答える問題です。問題はア，イの二つありま

す。はじめに，対話を読みます。次に質問を読みます。質問の答えとして最も適切なものを１,２,３,４の中

からそれぞれ一つ選んで, その番号を解答用紙に書きなさい。対話と質問は二回読みます。（2秒）それでは

始めます。（3秒） 

 

○34 アの問題（2秒） 

○35 Diana  : This pizza smells really good! 

Kazuya : I’m happy to hear that. I’ve just made it. Well, I’ll give you a piece. Can you pass me your 

plate?（2秒）  

○36 Question : What will Diana say next? （2秒） 

 

○37 もう一度読みます。（2秒）（英文と質問を読む）（2秒） ○38 答えを書きなさい。（3秒） 

 

○39 イの問題（2秒） 

○40 Diana  : What’s wrong with you, Kazuya? Are you feeling sick? 

Kazuya : No, but I have a headache. 

Diana  : You should sit here and get some rest.  

○41 Question : What will Kazuya say next? （2秒） 

 

○42 もう一度読みます。（2秒）（英文と質問を読む）（2秒） ○43 答えを書きなさい。（3秒） 

 

○44   これでかっこ３を終わります。（1秒）では, かっこ４に移ります。（1秒） 

 

○45   かっこ４は，英語の先生が授業中に卒業式後の予定について話しているのを聞いて質問に答える問題です。

話の最後の質問に対して，あなたなら何と答えますか。あなたの答えを解答用紙に英文で書きなさい。先生

の話は二回読みます。（2秒）それでは始めます。（3秒） 

○46 You will have a long spring vacation in March. What do you want to do during your vacation?（2秒） 

 

○47 もう一度読みます。（2秒）（英文と質問を読む）（2秒） ○48 答えを書きなさい。（3秒） 

 

○49   これで，放送による検査を終わります。あとの問題を続けてやりなさい。 

 


