
A.A.A.A.    下線部の発音が他の３語と異なるものを選び、記号で答えなさい。下線部の発音が他の３語と異なるものを選び、記号で答えなさい。下線部の発音が他の３語と異なるものを選び、記号で答えなさい。下線部の発音が他の３語と異なるものを選び、記号で答えなさい。    

(1)    ア. session         イ. assure        ウ. scissors         エ. pressure 

(2)    ア. behave         イ. hate          ウ. label            エ. false 

(3)    ア. ghost          イ. cough         ウ. phone          エ. elephant 

(4)    ア. pride          イ. crisis         ウ. minister        エ. horizon 

(5)    ア. accustom      イ. accuse        ウ. accident        エ. account 

(6)    ア. bathe          イ. both          ウ. thirsty          エ. thousand 

(7)    ア. family         イ. reply         ウ. ugly            エ. weekly 

(8)    ア. poison         イ. resemble      ウ. loose           エ. news 

(9)    ア. author         イ. caution       ウ. fault           エ. laughter 

(10)    ア. cultivate       イ. bury          ウ. hunger         エ. puppy 

 

 

B. B. B. B. 次の（次の（次の（次の（            ）に入る最も適切な語）に入る最も適切な語）に入る最も適切な語）に入る最も適切な語（句）（句）（句）（句）をそれぞれ右から選び、記号で答えなさい。をそれぞれ右から選び、記号で答えなさい。をそれぞれ右から選び、記号で答えなさい。をそれぞれ右から選び、記号で答えなさい。    

(1)  A: How much do you think the train ticket will ( ア. lend  イ. pay  ウ. manage  エ. cost )?  

B: It will be more than $200.  

  (2)  Neither Taro ( ア. and  イ. or  ウ. but  エ. nor ) Miki is going to stay at home.      

  (3)  My mother made me ( ア. practice  イ. to practice  ウ. practicing  エ. practiced ) judo. 

 (4)  Ben missed four days of school, so he has to work hard to  

( ア. take  イ. catch  ウ. hold  エ. make ) up with his class.  

 (5)  Make ( ア. out  イ. it  ウ. sure  エ. believe ) that every light is turned off before going to bed. 

 

 

C. C. C. C. 日本文の意味になるように日本文の意味になるように日本文の意味になるように日本文の意味になるように、、、、（（（（        ）内の語を並べかえ）内の語を並べかえ）内の語を並べかえ）内の語を並べかえ、、、、記号で答えなさい。記号で答えなさい。記号で答えなさい。記号で答えなさい。    

    (1)  コンピュータは私たちの社会に大きな変化をもたらした。 

   Computers ( ア. brought   イ. many   ウ. have   エ. about   オ. changes ) in our society.     . 

 (2)  向こうで絵を描いている少女は誰ですか。 

   ( ア. the girl   イ. a picture   ウ. who   エ. painting    オ. is )  over there ? 

  (3)  私たちは２匹の子猫のうち、小さいほうを選んだ。 

   We ( ア. kittens   イ. the smaller   ウ. the two   エ. chose   オ. of ) . 

 (4)  私たちは、たいていその窓のカギはかけておきます。 

    ( ア. locked   イ. the door   ウ. keep   エ. usually   オ. we ) . 

(5)  彼女は親切にも私の荷物を運んでくれた。 

  She was ( ア. enough   イ. my baggage   ウ. carry   エ. to   オ. kind ). 

 

 

 

 

 

D. D. D. D. 次の次の次の次の英文の下線部の中で、英文の下線部の中で、英文の下線部の中で、英文の下線部の中で、使い方で間違っているもの使い方で間違っているもの使い方で間違っているもの使い方で間違っているものを選び、記号で答えなさい。を選び、記号で答えなさい。を選び、記号で答えなさい。を選び、記号で答えなさい。    

 (1)  Unfortunately, I lost the watch which my uncle buying for me. 
           ア     イ      ウ       エ  オ 

  (2) I saw a little girl scolding by her mother yesterday.  
         ア   イ    ウ  エ オ 

 (3)  If it is not for music, life would be boring. 
        アイ  ウ       エ    オ  

 (4)  My mother said to me, “Clean your room.”  → My mother spoke me to clean my room. 
                                                               ア   イ ウ  エ オ 

 (5)  The ears of an African elephant are bigger than that of an Indian elephant.  
                      ア       イ  ウ    エ  オ 

 

E. E. E. E. 次の文を読み、下の問いに答えなさい。次の文を読み、下の問いに答えなさい。次の文を読み、下の問いに答えなさい。次の文を読み、下の問いに答えなさい。    

You probably hear the term "smartphone" tossed around a lot. But if you've ever wondered exactly what 

a smartphone is, well, you're not alone.  How is a smartphone different ((((        １１１１        ) ) ) ) a cell phone, and what 

makes it so smart? 

    A smartphone is a mobile or cellular phone that runs off a mobile operating system (OS) and functions 

like a mini- computer.  Smartphones also function as portable media players, digital cameras, video 

cameras and GPS navigational devices.  

    In short, a smartphone is a ((((アアアア))))    devicedevicedevicedevice that lets you make telephone calls, but also adds in features that, 

in the past, you would have found only on a personal digital assistant or a computer—such ((((        ２２２２        ))))    the 

ability to send and receive e-mail and edit Office documents, for example.  

（イ（イ（イ（イ））））SomeSomeSomeSome    young young young young people people people people thinkthinkthinkthink    thatthatthatthat    they they they they wonwonwonwon’’’’t be able to t be able to t be able to t be able to survive one hour of their day survive one hour of their day survive one hour of their day survive one hour of their day withoutwithoutwithoutwithout    their their their their 

smartphonesmartphonesmartphonesmartphone, but realistically, a smartphone isn’t a basic essential (        ３３３３        ))))    living like water, food and 

sunlight.  Your life can still be healthily and happily managed without a smartphone; however, a mobile 

device can variably and significantly enhance your life and keep you digitally relevant. 

 

問１問１問１問１    本文中の本文中の本文中の本文中の(1)(1)(1)(1)～～～～(3(3(3(3))))にににに入る適切な語を下から選び、記号で答えな入る適切な語を下から選び、記号で答えな入る適切な語を下から選び、記号で答えな入る適切な語を下から選び、記号で答えなさい。ただし、同じものは使えません。さい。ただし、同じものは使えません。さい。ただし、同じものは使えません。さい。ただし、同じものは使えません。    

   ア. that      イ. for      ウ. in      エ. to      オ. as      カ. from  

問２問２問２問２    ((((アアアア))))ははははどんな意味を表していますか。最も適切なものを下から選び、記号で答えなさい。どんな意味を表していますか。最も適切なものを下から選び、記号で答えなさい。どんな意味を表していますか。最も適切なものを下から選び、記号で答えなさい。どんな意味を表していますか。最も適切なものを下から選び、記号で答えなさい。    

ア. 分配     イ. 役割   ウ. 証明   エ. 装置 

問問問問３３３３    smartphonesmartphonesmartphonesmartphone にはにはにはには OSOSOSOS やミニ・コンピュータやミニ・コンピュータやミニ・コンピュータやミニ・コンピュータ以外にどんな機能があるのか以外にどんな機能があるのか以外にどんな機能があるのか以外にどんな機能があるのか、本文中から４つ抜き出しなさい、本文中から４つ抜き出しなさい、本文中から４つ抜き出しなさい、本文中から４つ抜き出しなさい。。。。    

問問問問４４４４    下線部下線部下線部下線部((((イイイイ))))を日本語にしなさい。を日本語にしなさい。を日本語にしなさい。を日本語にしなさい。    

問問問問５５５５    本文の内容と一致するもの本文の内容と一致するもの本文の内容と一致するもの本文の内容と一致するものを１つ選び、記号で答えなさい。を１つ選び、記号で答えなさい。を１つ選び、記号で答えなさい。を１つ選び、記号で答えなさい。    

ア.    Everybody knows what a smartphone is.    

イ. A smartphone has more functions than a telephone does. 

ウ.    A smartphone cannot be more useful than a normal computer. 

エ. People cannot live without a smartphone since it is very important.  

英英英英    

語語語語    

問問問問    

題題題題    

ⅡⅡⅡⅡ 


