
2019 年度 入試（英語） 

解答と解説 

 

１ 

第１部 

（Ａ）最初と最後の Emi の答えから、解答は②。 

（Ｂ）２つ目の Jack の答えと最後の Jack の答えから、解答は③。 

（Ｃ）最後の答えから、解答は②。 

 

第２部 

（Ａ）「And his seat was right behind Yuji's.」 より、解答は③。 

（Ｂ）「 I love to sing 」より、解答は③。 

（Ｃ）After school, Yuji and Tim went to karaoke together. 」より、解答は③。 

 

２ 

(１)(1)の前の Linda の発言「 How are you feeling today, Emily? 」に質問に対する適切な

答えを選ぶので、解答は⑧。 

(２)(2)の前の Linda の発言「Here ～（先生とクラスから～）」という発言に対する適切な

答えを選ぶので、解答は②。 

(３)(3)の後の Emily の発言「Yes, they are. but I'm sorry I didn't listen to her. 」より、(3)

には疑問文が入ると推測できるのと、Mr. Patrker の授業に関する文が入るものと推測

できるので、解答は④。 

(４)(4)の後の Emily の発言「 In a week or so 」より、退院の時期を聞いているものが入る

と推測できるので、解答は⑤。 

(５)(5)の前の Emily の発言「 In a week or so 」を受けての発言で、(5)の直後の「Then you 

can come to the athletic meet next month, can’t you?」より、Emily の答えがいいもので

あるとわかる。従って解答は⑦ 

(６)(6)の前の Emily の発言「Say hello to everyone for me, will you?」の答えとして正しい

ものを選ぶので、解答は③。 

 

 



３  

１ （1）⑥ （2）③ 

   Our (ALT has studied Japanese in Tokyo) before.   (2-6-4-1-3-5) 

  現在完了（経験）の文 

２ （3）②   (4) ① 

  I was studying math when he called me last night. (4-2-6-5-1-7-3) 

 過去進行形の文。 

３ （5）⑤ （6）② 

  Who taught you how to play the piano. (3-5-7-6-2-4-1) 

 疑問詞 Who を主語とする文で 「疑問詞＋V～?」 の語順となる。第四文型の語順に注意。 

４ （7）⑤ （8）⑥ 

   She speaks English better than our teacher. (3-5-2-4-6-7-1) 

  比較級を使った文。 

５ （9）④ （10）⑥ 

   The song made us very happy. (2-4-1-5-6-3) 

 「その歌が私たちをとても幸せにした。」と考える。 

６ （11）⑥ （12）⑦ 

   It is important for us to use SNS carefully. (4-6-2-3-7-1-5) 

  形式主語 it を使った文。真の主語は to use ～。 

７ （13）⑥ （14）② 

   The man talking over there is our new ALT. (3-6-1-5-2-4) 

  現在分詞(talking over there)が主語 The man を修飾。 

 

４ 

１ Why do I have to decide my future? 

why と have to の疑問詞を使った疑問文の出題。 

２ ④would 

「私は私の両親が私を怒るだろう」という意味なので、④が正解 

３ ② 

①「趣味も大事にしている」、③「父親は健の趣味に合わせて」、④「自動車会社に勤

めていること」がそれぞれ本文と当てはまらない。 

４ ① 

母親は英語が好きだったが、得意ではなかった。音楽は好きではなかったが、得意だ

ったので仕事になったと書かれている。 



５ ④ 

①の記述なし。②は３段落目で父親も健と同じように詰めを持っていなかったと述べ

ているため、当てはまらない。③で母親は英語が好きだったが、不得意だったと述べて

いるので当てはまらない。 

６ ② 

①the most important のような記述なし。③人に親切にすべきだと言っていない。④

過去は未来に通じていると本文では述べているため当てはまらない。 

７（解答例）I am the most interested in music, so I want to be a musician in the future. 

(17 語) 

８ ③ 

① ②④共に本文のストーリーを支える内容であるが、主旨ではない。 

 

９ 

（ア） making/ giving  （イ） parents  （ウ） experiences 

（エ） necessary  （オ） favorite  （カ） wants 


