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【聖徳大学の英語入試問題について】 

１．過去の出題傾向 

 全体の内容と時間配分は？ 

 

  試験時間 ： ６０分 

 

  配点と問題形式 ： １００点   

 

 Ａ 語彙（適語選択）   ：  10 問    【約 ５ 分】 

 Ｂ 文法（適語選択）   ：  10 問    【約 ５ 分】 

 Ｃ 対話文    ：   5 問    【約 ５ 分】 

 Ｄ 文法（語句整序）   ：   5 問    【約１０分】 

 Ｅ 長文読解（手紙文）   ： 250 語程度    【約１０分】 

 Ｆ 長文読解（論説文）   ： 400 語程度    【約２５分】 

  ※ 問題はすべて記号選択式。 

 

・基礎的でバランスの良い英語力が求められている  

 → 英語が苦手でも英語の基礎を固めれば対応できる 

 

・ここ数年でほぼ傾向が変わっていない  

 → 過去問を解いてしっかりと傾向を確認しておくことが重要 
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２．入試に向けての学習アドバイス 

 ポイントと勉強法は？ 

 

  １．語彙：基礎的な語彙が空所補充の形式で問われている。 

 問題が基礎的なレベルなので，難単語を無理に覚える必要はないが，基本的な単

語・熟語の力は必要。また，長文問題でも語彙力があると圧倒的に有利。 

 できるだけ早めに市販の単語帳などで基本的なレベルの語彙（例：『システム英単

語』の１・２・５章のレベル）を覚え，長文の学習をしながら定着させる。 

 語彙の学習は大変だが，逃げずにしっかりと取り組んでほしい。 

 

  ２．文法：基礎的な文法が空所補充や語句整序の形式で問われている。 

 この部分では，基本的な文法の出題が多い。 

 文法は基本的な学習を進めれば解ける問題ばかりである。学校の教科書に載って

いるレベルの文法問題であり，問われ方も素直なので，文法の基礎を徹底的に固め

ておけば，全問正解も狙える。 

 

  ３．対話文：対話を読んで空所を補充する問題が出題されている。 

 問題全体が非常に易しい。問題自体は対話形式ではあるが，基本的な文章が読め

れば解答できるものが多い。やはりここでも語彙の学習が重要となる。 

 会話特有の表現については，買い物やレストランで用いるような基本的な表現が

出題されているので，学校の教科書のレベルの会話表現をしっかりと身につけてお

きたい。 
 

  ４．長文読解は標準的なレベルであり，内容一致問題のみの出題である。 

 非常に素直な問題が多く，難問や悪問はほとんど見られない。英語が少し苦手で

あっても，努力して学習すれば，それがしっかりと反映される問題である。一文一

文を丁寧に読めば，すべての問題で正しい答えが選べるため，特殊な解法やテクニ

ックなどに頼る必要はない。 

 ただし，長文（論説文）の内容は深いものが多く，文章も長く感じられるかもし

れない。それでも，試験時間には余裕があり，速読などは必要ない。落ち着いてゆ

っくりと丁寧に読む練習をしていきたい。基本に忠実に学習を進めれば，かなりの

高得点が狙える。 

 また，長文（論説文）は他の問題と比べ，語彙のレベルは高めであり，受験のた

めの単語の勉強をしていないと，知らない語が多いと感じられるかもしれない。受

験レベルの語彙の学習にしっかりと取り組んでおきたい。 
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３．実際の問題へのアプローチ 
 

  過去問研究１： [一部抜粋]   語彙（適語選択） 
 
 

1. There’s a good coffee shop near the city library.  It’s quiet, so it’s an (     ) place  

 to study and relax. 

     ア  empty イ  ideal  ウ  opposite エ  ancient 

 

 2. When taking a walk in the park yesterday, I came (     ) my old friend Satoko. 

ア  through イ  across  ウ  over エ  around 

 
 

  過去問研究２： [一部抜粋]   文法（適語選択） 
 
 

1. I bought this hairdryer here yesterday and it doesn’t work very well. 

 Could you exchange it for (     ) one? 

ア  other イ  another  ウ  the next エ  some 

 

 2. Emily didn’t (     ) her cat yesterday, so it was really hungry this morning. 

ア  to feed イ  feed  ウ  fed エ  feeding 

 

 3. Let’s wait for the next train.  I hope it will be (     ) crowded than this one. 

ア  a little イ  much  ウ  very エ  less 

 
 

  過去問研究３： [一部抜粋]   対話文 
 
 

Customer: Excuse me, do you have those trousers in black? 

Shop Clerk: Yes, I think we do.  (          )   

Customer: I think I’m 6 or 8. 

Shop Clerk: I see.  Give me one moment, and I’ll see if we have them in stock. 

 

ア  Which color do you like best? 

イ  How many should I bring? 

ウ  What size are you looking for? 

エ  When do you need them by? 

 
 



聖徳大学：オープンキャンパス 入試問題解説講義 

 

-4- 

 

 

  過去問研究４： [一部抜粋]   文法（語句整序） 
 
 

 就職の面接の時には、どんなに礼儀正しくしてもしすぎることはありません。 

You（ ア  polite    イ  be    ウ  too    エ  when    オ  cannot ）answering 

your job interview questions. 

 
 

  過去問研究５： [一部抜粋]   長文読解（手紙文） 
 
 

From: Jina Mori 

To: Yuka Bloom 

Date: January 3rd, 2020 

Subject: Holiday in Australia 

 

Hi Yuka, 

 

Happy New Year!  How’s your winter holiday?  I’m really enjoying the holiday in 

Australia.  Our family arrived in Sydney on December 22nd, just before Christmas.  

We’ve visited several towns and cities across Australia and we’ve seen lots of interesting 

animals.  My favorite place was Lone Pine Zoo, where I could see and touch koalas.  I 

even had my photograph taken hugging a koala!  The koala was so cute!  I’m attaching 

that photograph with this email.  I took lots of other photos at the zoo, too.  If you go to 

my Facebook page, you’ll be able to see all of them.  

（以下略） 

 

Questions: 

 

   What is Jina doing during the holiday? 

ア  Traveling around different parts of Australia. 

イ  Staying with a hot family in Sydney. 

ウ  Writing a report about Australian animals. 

エ  Taking pictures of animals at different zoos. 

 

   What did Jina do at Lone Pine Zoo? 

ア  She drew pictures of different animals. 

イ  She looked at her Facebook page. 

ウ  She took many different photographs. 

エ  She got lost when she walked around. 

 
 


