


























平成２２年度　東奥義塾高等学校　１次入学試験

英語　解答用紙　　　　　※欄は記入しないこと
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2022 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 is used when you write something. Which picture is it?（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 live in Hirosaki, and you are going to meet your friend in front of Kuroishi Station at 1 p.m. Which 

bus should you take?（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 You called your friend, Judy. Her father answered and said she wasn’t at home. 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，ジョージの家族に関するスピーチを聞いて，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’m going to talk about my family in America. My mother works at a restaurant, and my father teaches 

English at a high school. I have two brothers and a sister. We are all like friends. We often enjoy playing 

video games together. I want to play baseball with them, but they don’t like playing outside.（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 アの問題（2 秒） 
㉑ Where does George’s father work?（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 イの問題（2 秒） 
㉕ How many brothers does George have?（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 ウの問題 



 
（2 秒） 
㉙ What do George and his brothers and sister do together?（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，ジェーンとタツ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 Jane   : Thank you for the dinner. You are such a good cook, Tatsuya. That was delicious. 

Tatsuya: I’m glad you liked it. Would you like some coffee?（2 秒）  

○36 Question : Where are they talking? （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 Jane   : Do you have any plans for this weekend? 

Tatsuya: Yes. I’m going to go fishing in a river with my classmates. Do you want to come? 

Jane   : Really? I’ve never gone fishing. I’d like to try. 

○41 Question : What will Jane do this weekend? （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，英語の先生が仮定法の授業中に出した質問に答える問題です。次の質問に対して，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。質問は二回読みます。（2 秒）それでは始め

ます。（3 秒） 

○46 If you could become an animal, what animal would you like to be, and why?（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。 

 


