
※この冊子は再生紙・ベジタブルインキを使用しています。

2021年度　須磨学園夙川高等学校入学試験

英　　語

学力検査問題

（注　意）

　解答用紙は、この問題冊子の中央にはさんであります。まず、解答用紙を取り出して、 

受験番号シールを貼り、受験番号を記入しなさい。

１．すべての問題を解答すること。

２．解答はすべて解答用紙に記入すること。記入方法を誤ると得点にならないので、十分

に注意すること。

３．検査終了後、解答用紙のみ提出し、問題冊子は各自持ち帰ること。
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（　余　白　）
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リスニングテスト
　このテストは、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の３題あります。英文は（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）とも

２度放送されます。いずれも放送中にメモをとってもかまいません。

（Ａ）　放送を聞き、解答欄に聞き取った英語を書きなさい。ただし、（　　　）には１語

ずつ入るものとします。

（Ｂ）　（１）～（４）の会話に続く応答として最も適切なものを、放送される選択肢ａ、b、c
からそれぞれ１つ選び、解答欄の記号を○で囲みなさい。

（Ｃ）　英文をよく聞いて、放送された英文の内容に一致しているものを次の１～４の

英文から１つ選び番号で答えなさい。

１. Steve stayed home because of bad weather.
２. Steve found the housework easy.
３. Steve did not take care of any animals.
４. Steve understood more about his family.
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次のお知らせを見て、後の問いに答えなさい。（*の語句には注がついています）

注 *foreigner : 外国人　*apron : エプロン　*bandana : バンダナ

１

Classes for *Foreigners
Foreigners who live in Minato-city will be able to take Japanese classes 
in April.
  

Dates : April 1, 8, 15, 22（Japanese classes）
April 29（cooking class）

Time : 14:00～16:00
Place : Minato Community Center 

               

Price : 500 yen for each Japanese class 
800 yen for the cooking class

♦Only foreigners over 16 years old can join the classes.
♦On April 29, you will make Japanese foods, noodles（　　） and 

soft rice cakes（　　　）.  You can borrow an *apron and a 
*bandana to cover your head.  Don’t forget to wear a mask.  If you 
don’t bring a mask, you must buy one for 100 yen at Minato 
Community Center.

♦If you join all of the Japanese classes and the cooking class, you 
will get a 50% discount for the cooking class.

♦If you want to join the Japanese classes or the cooking class, 
call 012-345-6789（Minato Community Center）or see the website 

（https://minato-city.com）.  You can see it in Japanese, English, 
Chinese, Korean, German and French.

Park

Station

Bank

Supermarket

LibraryMinato
Community Center

udon
daifuku
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問１　お知らせの内容に合うように、次の（　　　）に入る適切な語または数字を答え
なさい。ただし、お知らせにはない語または数字とします。

（１） Minato Community Center is（　　　）to the library.
（２）  Japanese students at junior high school（　　　）able to join those 

classes.
（３） You（　　　）to wear a mask when you join the cooking class.
（４）  If you take all the Japanese classes and the cooking class, you will pay

（　　　）yen.
（５） You can see the city website in six（　　　）.

問２　次の語句を用いて「あなたに日本の生活を楽しんでほしいと思っています。」という
意味になるように並べ替えたとき、３番目と６番目に来る語句を番号で答えなさい。
ただし、文頭に来る語も小文字にしています。

【① you　 ② Japanese　 ③ to　 ④ we　 ⑤ enjoy　 ⑥ life　 ⑦ want 】.
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次の英文を読んで、後の問いに答えなさい。（*の語句には注が付いています）

　The Sun and the Moon lived in a *cave.  No light of the Sun or the Moon came 
out of the cave.  Only the stars *shone in the sky.
　The Sun and the Moon got tired of living in the cave together.  It was too *crowded.  
The Sun said to the Moon, “I am the father of all life.  It is not （Ａ）［ right ］ for me 
to be together with you in a cave.  Go away and leave this cave for me.”
　“Where can I go？” asked the Moon.  “I have no other home.”
　“Go into the sky,” answered the Sun.  “There is a lot of space for you in the 
big, blue sky.”
　The Moon was sad, but she （Ｂ）［　　　］the cave. She *was scared to be in 
the big, blue sky, and then she shone there.  She was only a *thin, *silver moon.  
She *hid behind the clouds.  Later she was not so scared.  （Ｃ） Slowly she showed 
her whole face.  Everyone on the Earth said, “（Ｄ）［ it ］ was beautiful.”
　The Sun saw the Moon in the beautiful, blue sky and got（Ｅ）［　　　］. The 
little Moon was in a better place than he was!  He ran out of the cave and 
jumped into the sky.  When the Moon saw the Sun in the sky, she was scared and 
ran away.  She kept（Ｆ）［ look ］back at the Sun.  Soon nobody saw the Moon. 
　Now the Sun had the whole sky to live in.  He sent his wonderful light in all 
*directions.  He made the Earth warm.  Green plants and beautiful flowers began 
to grow.  People danced and *prayed to the Sun.
　But the Sun was lonely.（Ｇ）［　　　］came near him.  He had no one to talk with.  
The Sun wanted to find the Moon.  The Sun went to look for her. 
　The Moon hid in the old cave.  When the Sun came near the cave, the Moon 
ran out. 
　“Oh, Moon,” shouted the Sun.  “Where are you going？  Why do you leave 
when I come near?　Dear Moon, do not go away again!”
　The Moon did not wait for the Sun.  She went quickly into the sky.  When the 
Sun came into the sky, the Moon left.
　Even today, the Sun cannot *catch up with the Moon.  Sometimes the Moon 
turns her cold face to the Sun for a short time.  Sometimes she turns her back on 
the Sun and passes *quietly in front of him.
　Now the Sun and the Moon *take turns sleeping in the cave.  They travel 
*separately through the sky.

２
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注　*cave : 洞
どうくつ

窟　*shone : shineの過去形　*crowded : 混み合った
　　*was scared : おびえていた　*thin : 細長い　*silver : 銀色の
　　*hid : hide（隠れる）の過去形　*direction : 方向　*pray : 祈る
　　*catch up with : に追いつく　*quietly : 静かに　*take turns ～ing : 交替で～する
　　*separately : 別々に

問１　（Ａ）の［ right ］の意味と同じ使い方をしている英文を下から１つ選び、番号で
答えなさい。
① You have a right to learn.
② You can see the station on your right.
③ I think you have made the right decision.

問２　（Ｂ）、（Ｅ）、（Ｇ）の［　　　］に入る最も適切な語を下から１つずつ選び、番号
で答えなさい。

（Ｂ）　① stayed　　　　　 ② moved　　　 ③ left　　　　　 ④ lent
（Ｅ）　① thirsty　　　  　 ② angry　　　　③ sleepy　　　  ④ hungry
（Ｇ）　① Everybody　　　② Nobody　　　③ Anyone　　　④ Someone

問３　下線部（Ｃ）が指す月の状態はどのようなものか下から１つ選び、番号で答えな
さい。
① 満月から徐々に三日月に変わっていく状態
② 満月になった月が輝いている状態
③ 三日月から徐々に満月に変わっていく状態

問４　（Ｄ）の［ it ］が指す内容として最も適切なものを下から１つ選び、番号で答えな
さい。
① The Sun　　　② The sky　　　③ The Moon　　　④ The Earth

問５　（Ｆ）の［ look ］を適切な形に変えなさい。
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問６　本文の内容に合うように次の①～⑤を並べ替え、番号で答えなさい。ただし、並べ
替えの最初には①がきます。①に続けて②～⑤を正しく並べ替えなさい。
① 太陽と月は一緒に洞

どうくつ

窟で暮らすことにうんざりした。
② 太陽は孤独だった。
③ 地球で草木や花が育ち始めた。
④ 太陽と月は別々に空の旅をしている。
⑤ 月は悲しかった。

問７　本文の内容に一致するものを下から１つ選び、番号で答えなさい。
①  People loved the Moon better than the Sun because she could make the 

Earth warm.
② At first, the Moon was not afraid that she lived in the sky alone.
③ After leaving the cave, the Moon ran after the Sun. 
④ Finally, the Sun wanted to live with the Moon, but the Moon didn’t.
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問題は次のページへ続きます
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アメリカ出身の男性エドワード（Edward）は、神戸にある大学に留学しています。同
じ大学に通う友人のマキ（Maki）との電車の中での対話文を読んで、後の問いに答えな
さい。（*の語句には注がついています）

Edward : Hi, Maki.  Where are you going？
　 Maki :  Hi, Edward.  I’m going to my *part-time job.  Every Monday I work at 

a swimming school.  How about you？
Edward :  I’m going to Shin-Kobe Station.  My sister, Lisa, arrived in Tokyo from 

America yesterday.  And she will come to Kobe on *the Shinkansen this 
afternoon.  I’m on my way to the station to see her.

　 Maki : Wow, that’s good!  How long is she going to stay in Kobe？
Edward : For two weeks.
　 Maki : I know she is a high school student.  She is interested in art,（Ａ）［　　　］？
Edward : Yes.  She wants to travel around *historical places in Japan.
　 Maki :  Well, I’m going to go to Kyoto with my grandmother this weekend.  I’m 

looking forward to（Ｂ）［ it ］.  She is planning to take me to a *tea ceremony 
there.  How about（Ｃ）［ go ］to Kyoto with us？  I think you and Lisa can 
also join the tea ceremony.  

Edward :  Really？  Sounds nice!  We are going to stay in Kyoto this weekend, 
too.  We can enjoy Kyoto together.  But I don’t know much about tea 
ceremony.  Is it（Ｄ）necessary to wear a kimono at a tea ceremony？ 

　 Maki : No.  Some people wear kimonos , but we don’t have to.
Edward :  I see.  By the way, Lisa likes old Japanese castles.  So I’ll take her to 

Himeji Castle tomorrow.
　 Maki : Good idea!
Edward : Oh, I must get off at this station!  I’ll call you later!
　 Maki : OK, see you!

注　*part-time job : アルバイト　*the Shinkansen : 新幹線
　　*historical : 歴史的な　*tea ceremony : お茶会、茶道

３
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問１　（Ａ）の［　　　］に入る最も適切な表現を下から１つ選び、番号で答えなさい。
① isn’t she　　　　② is she　　　　③ she isn’t　　　　④ she is

問２　（Ｂ）の［ it ］ が指す内容を下から１つ選び、番号で答えなさい。
① リサが神戸に来ること
② リサが京都に行くこと
③ マキが神戸に来ること
④ マキが京都に行くこと

問３　（Ｃ）の［ go ］ を不定詞・動名詞・分詞などの最も適切な形に変えなさい。

問４　下線部（Ｄ）necessary の意味を下から１つ選び、番号で答えなさい。
① 難しい　　　　② 簡単な　　　　③ 必要な　　　　④ 嬉

うれ

しい

問５　対話文の内容からリサの訪問の順番として正しいものを下から１つ選び、番号で答
えなさい。
① 東京→神戸→京都→姫路
② 東京→神戸→姫路→京都
③ 東京→姫路→京都→神戸
④ 東京→姫路→神戸→京都

問６　次の文章は、アメリカに帰国したリサがマキに送ったＥメールです。対話文の内
容に合うように、（　①　）、（　②　）にあてはまる語を書きなさい。ただし、対話
文の中にはない語とします。

From : Lisa
Hi, Maki,
I enjoyed visiting Kyoto with you and my（　①　）.  It was exciting to join the 
tea ceremony.  The green tea was *bitter, but it was very delicious.
When I go to Japan next time, I（　②　）like to visit Nara and see *the Great 
Buddha there.

注　*bitter : 苦い　*the Great Buddha : 大仏
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次の各問いに答えなさい。

問１　次の各文の（　　　）内の語を最も適切な形に変えなさい。
（１） The top of the mountain was（ cover ）with snow.
（２） Who（ teach ）you math last year？
（３） Ken usually comes to school the（ early ）in our class.
（４） Have you ever（ be ）to Hokkaido？
（５） A lot of（ child ）visit the zoo with their parents on Sunday.

問２　次の各文について、（　　　）に入る最も適切な語句を①～④からそれぞれ１つ選
び、番号で答えなさい。

（１）　I usually get up（　　　）six.
　　① at　　　　　② on　　　　　　　 ③ in　　　　　　  ④ from

（２）　The boy（　　　）in the park is my friend.
　　① run　　　　 ② runs　　　　　　③ running　　　  ④ ran

（３）　The building（　　　）stands on that hill is my sister’s school.
　　① what　　　  ② when　　　　　　③ where　　　 　 ④ which

（４）　Can I use your pen？  I need something（　　　）.
　　① to write　　② to write from　　③ to write for　　④ to write with

（５）　I remember（　　　）her at the party yesterday.
　　① to see　　　② seeing　　　　　 ③ saw　　　　　  ④ seen

４



※

4

リスニングテスト解答欄

※

※

2

※

3

※

１

（注意）※印の欄には記入しないこと。

得　　　点
※

2021年度　須磨学園夙川高等学校入学試験

学力検査 英 語 解 答 用 紙

受 験 番 号↓ここにシールを貼ってください↓

（1）（　　　　　　　　　） was the （　　　　　　　　　） yesterday?

（A）

（Ｂ）

問１

問２

問３

問４

問５

問６

問７

（A）

（B）

（C）

（D）

① ②

問１

問２

問３

問４

問５

問６

The song is very （　　　　　　　　　） among （　　　　　　　　　） people.（2）

They are （　　　　　　　　　） American （　　　　　　　　　） now.（3）

The story sounds very （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　） them.（4）

a　・　b　・　c a　・　b　・　c a　・　b　・　c a　・　b　・　c（1） （2） （3） （4）

（C）

３番目 ６番目

（1） （2） （3） （4） （5）問１

問２

（1） （2） （3） （4） （5）

（2） （3） （4） （5）（1）

問１

問２

（A）

（Ｂ） （E） （G）

（C）

（D）

（F）

　　　　　　 →　　　　 　　 →　　　 　　 　 →　　  　　　　 →①

2021SYUKS0130


