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【１】　 各問いの語の下線部の発音と同じものを〔１〕～〔４〕から１つずつ選び、その番号を解答欄に

マークしなさい。

1  coffee 〔１〕　open      〔２〕　cold       〔３〕　boat    　  〔４〕　dog

2   drive 〔１〕　sick     〔２〕　drink     〔３〕　fine  　   〔４〕　children

3  young 〔１〕　love     〔２〕　cloud     〔３〕　mouth     〔４〕　house

4  father 〔１〕　three     〔２〕　weather    〔３〕　think      〔４〕　thing

【２】	  各問いの日本語と英語の意味が同じになるように、各単語の空欄箇所にあう適語を〔１〕～〔４〕

から１つずつ選び、その番号を解答欄にマークしなさい。

5  学校　　sc□ool 〔１〕　k 〔２〕　h 〔３〕　u 〔４〕　l

6  山　　　m□untain 〔１〕　o 〔２〕　a  〔３〕　u  〔４〕　w 

7  明日　　tomor□ow 〔１〕　l 〔２〕　o 〔３〕　r  〔４〕　a

8  水曜日　We□nesday 〔１〕　n 〔２〕　b 〔３〕　g  〔４〕　d

【３】	  各文を読むとき１ヶ所区切るとすれば、どこが適切か。〔１〕～〔４〕から１つずつ選び、その番号

を解答欄にマークしなさい。

9  He went / to the park / with / his friend / yesterday.

      　　〔１〕     　　 〔２〕   〔３〕           〔４〕

10  I was watching / TV / when / my father / came home.

       　　 〔１〕 〔２〕     〔３〕           〔４〕

11  She wants to / go / to America / to / study English.

       　 〔１〕〔２〕　         〔３〕〔４〕

12  Look at / the boy / swimming / in / the river.

   　　  〔１〕        〔２〕            〔３〕〔４〕
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【４】	  KenとTomの会話文のうち、最も強く発音する語（句）を〔１〕～〔４〕から１つずつ選び、そ

の番号を解答欄にマークしなさい。

13  Ken : What are you reading?

  Tom : I’m  reading  a  book  on  Japanese  history.

       〔１〕    〔２〕      〔３〕                    〔４〕

14  Ken : Which do you like better, dogs or cats?

  Tom : I  like  dogs  better  than  cats.

                    〔１〕  〔２〕   〔３〕　　　 〔４〕

15  Ken : How long have you lived in Fukuoka City?

  Tom : I  have  lived  here  for  three  years.

            　　　　    〔１〕  〔２〕〔３〕     〔４〕

16  Ken : Do you know how old that young girl is?

      Tom : I  don’t  know,  but  she  looks  six  or  seven. 

                      　　  〔１〕  〔２〕         〔３〕         〔４〕

【５】	  各文の（               ）に入る適切な語を〔１〕～〔４〕から１つずつ選び、その番号を解答欄に

マークしなさい。

17  You must write a letter (               ) Chinese.

 〔１〕　in            〔２〕　on  〔３〕　with         〔４〕　at

18  Spring, summer, fall and winter are the words for (               ).

 〔１〕　hours         〔２〕　days         〔３〕　weeks        〔４〕　seasons

19  He is (               ) to music now.

 〔１〕　listen         〔２〕　listening     〔３〕　 to listen      〔４〕　listened

20  English is (               ) all over the world. 

 〔１〕　speak         〔２〕　speaking      〔３〕　spoken      〔４〕　spoke

21  Thank you for (               ) me with my homework.

 〔１〕　help          〔２〕　helping      〔３〕　to help        〔４〕　helped

22  Would you like something hot (               )?

 〔１〕　drink        〔２〕　drinking      〔３〕　to drink       〔４〕　drank
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23  She showed (               ) some pictures.

 〔１〕　I 〔２〕　my       〔３〕　me       〔４〕　mine

24  This question is (               ) than that one.

 〔１〕　easy        〔２〕　easier       〔３〕　the easier      〔４〕　the easiest

25  (               ) a tall building that is!

 〔１〕　What       〔２〕　Who        〔３〕　How          〔４〕　Which

26  How (               ) times have you been to Tokyo?

 〔１〕　much       〔２〕　far          〔３〕　long          〔４〕　many

【６】	  各日本文の意味に合うように、語を並べかえ英文を完成させるとき、〔１〕～〔４〕より適切な

語を１つずつ選び、その番号を解答欄にマークしなさい。

私はコンピュータの使い方を知っています。

I ( 27 )( 28 ) to ( 29 ) the ( 30 ).

  〔１〕　use       〔２〕　know        〔３〕　computer       〔４〕　how

ピアノを弾いている少女は私の姉です。

The girl ( 31 ) is ( 32 ) the ( 33 ) is my ( 34 ).

  〔１〕　playing        〔２〕　sister        〔３〕　who       〔４〕　piano

【７】	  各日本文に対応する英文の（               ）に入る適切な１語を〔１〕～〔４〕より１つずつ選び、

その番号を解答欄にマークしなさい。なお、文頭にくる文字も全て小文字にしています。

35   ユミさんをお願いします。  (               ) I speak to Yumi, please?

36   どの鉛筆があなたのものですか。  (               ) pencil is yours?

37   ここでタバコを吸ってはいけません。 You (               ) not smoke here.

38   これは彼が撮った写真です。  This is a picture he (               ).

 〔１〕　may　　　〔２〕　which　　　〔３〕　took　　　〔４〕　must
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【８】	  KenとMaryの各会話文において（               ）に入る適切な１語を〔１〕～〔４〕より１つずつ

選び、その番号を解答欄にマークしなさい。

Ken  :  ( 39 ) do you have for lunch?

Mary :  I have milk and a hamburger.

Ken  :  ( 40 ) do you visit every year?

Mary :  I visit America.

Mary :  ( 41 ) played the guitar in the concert?

Ken :  Our teacher did.

Mary :  ( 42 ) is more popular, baseball or soccer?

Ken :  Baseball is.

    〔１〕　Which　　　〔２〕　Where　　　〔３〕　What　　　〔４〕　Who 
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【９】	  各イラストの示している職業について説明している英文を下記の語群の〔１〕～〔４〕より１つ

ずつ選び、その番号を解答欄にマークしなさい。

43 　 　　　　 　　　　　　　 44 　 

45 　 　　　　 　　　　　　　 46 　 

　  語群　

〔１〕　His (Her) job is to fly a plane.

〔２〕　His (Her) job is to draw pictures.

〔３〕　He (She) is a person who checks or cures sick people at the hospital.

〔４〕　He (she) reports the weather to many people. 
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【10】    次の英文は、健（Ken）君がアメリカのジム（Jim）君から受け取ったメールである。これを読

んで各問いに対する適切な答えを〔１〕～〔４〕より１つずつ選び、その番号を解答欄にマーク

しなさい。

Hi, Ken,

　Happy New Year!  Thanks for your New Year’s card.  It’s beautiful.

　I will tell you about our New Year’s Eve, December 31, in my country.  We usually have parties  

at home or at the restaurants.  We dance, sing, talk and have a good time.  At midnight, 24:00, 

everyone goes outside to use fireworks.  We enjoy them for about 20 minutes.  Then friends and 

neighbors say, “Happy New Year!”

　On New Year’s Day some people go to church, and others stay at home.  A lot of people watch the 

New Year’s Day concert on TV.  The concert is really great.

　How was your New Year’s Day?  Do you use fireworks on New Year’s Eve in Japan? Where did 

you have dinner on New Year’s Eve?  And how long is your winter vacation?

　Please write to me soon.

 Your friend,　　　

 Jim　　　

47  アメリカではたいてい、大みそかの日に何をしますか。

 〔１〕　近くの教会に行って、お祈りをする。 

 〔２〕　家やレストランでパーティーをする。

 〔３〕　家の大掃除をする。 

 〔４〕　家でテレビを見る。

48  アメリカでは、何時になったら外に出て花火をしますか。

 〔１〕　夜中の12時 〔２〕　夜中の１時 〔３〕　午前２時 〔４〕　午後11時

49  ジム君たちはどのくらいの時間、花火を楽しみますか。

 〔１〕　約20分間 〔２〕　約30分間　 〔３〕　約１時間　 〔４〕　約２時間

50  元日に、多くのアメリカ人たちは家で何をしますか。

 〔１〕　踊ったり、歌ったりする。

 〔２〕　家族の人とおしゃべりをする。

 〔３〕　おいしい食事を食べて楽しむ。

 〔４〕　テレビでコンサートを観る。




