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。
(1)

ア. eight

イ. height

ウ. neighbor

エ. weight

(2)

ア. driven

イ. private

ウ. blind

エ. finally

(3)

ア. touch

イ. cousin

ウ. shoulder

エ. southern

(4)

ア. flood

イ. hook

ウ. shook

エ. wooden

(5)

ア. bear

イ. dear

ウ. fear

エ. near

(6)

ア. country

イ. culture

ウ. govern

エ. count

(7)

ア. wanted

イ. washed

ウ. expected

エ. expanded

(8)

ア. subtle

イ. castle

ウ. listen

エ. whistle

(9)

ア. resolve

イ. reserve

ウ. research

エ. resort

ア. item

イ. island

ウ. iron

エ. input

(10)

B. 次の英文を完成させるために（
次の英文を完成させるために（

）内から適切な語（句）を選び、
）内から適切な語（句）を選び、記号で答えなさい
語（句）を選び、記号で答えなさい。
記号で答えなさい。

(2) He is the second ( ア. tall イ. taller ウ. tallest エ. more tall ) student in this class.
(3) The traffic jam ( ア. proved イ. prevented

ウ. predicted

エ. remained ) us from arriving

on time.
(4) ( ア. Write イ. Wrote ウ. Writing エ. Written ) in simple English, this book is easy to
understand.
(5) It was not long ( ア. before イ. after ウ. until エ. ago ) he started to use a mobile phone.

C. 日本文の意味になるように（
(1)

E. 次の文を読み、下の問いに答えなさい。
An earthquake is one of the (1) [ bad ] natural disasters on our earth. We think that the ground we
stand on is very stable, but it isn’t. It moves quite a lot. In the last few decades, scientists have been able
to find out why earthquakes happen.
Earthquakes happen when there is (2) a sudden vibration in the (3) earth’s crust
crust.
st It’s like a large truck
that travels down your street. When it passes by, you feel your house shake. Most earthquakes happen
because the earth’s plates move.
In the middle of the 20th century scientists found out that (4) continents
continents do not always stay in the same
place. They have been moving on plates for millions of years. The earth’s surface is made up of many such
plates. Where two plates meet magma comes out of the inner part of the earth. These areas are called
faults breaks in the earth’s crust. Most of this happens at the bottom of oceans, where the earth’s crust is
very thin. (5) Lava cools down when it reaches the water and underwater mountains are formed.
We only hear about earthquakes once in a while, but they really happen every day. There are more than
3 million earthquakes every year about 8,000 every day or one every 11 seconds. But most of them are very
weak or they happen in places where nobody lives. Some of them take place on the sea floor.

）内の語(
）内の語(句)を並べかえ、
を並べかえ、記号で答えなさい。

今日、そんなに悲しい顔をしている理由を教えてよ。

問１ （１）の語を適切な形に直しなさい。
（１）の語を適切な形に直しなさい。
Tell me ( ア. why イ. so sad

ウ. the reason

エ. you

オ. look ) today.

問２ 下線部（２）
下線部（２）の内容が具体例で説明されています。それ
（２）の内容が具体例で説明されています。それがどんなことか
の内容が具体例で説明されています。それがどんなことか日本語
がどんなことか日本語で詳しく述べなさい。
日本語で詳しく述べなさい。
(2)

最近、ますます多くの人が海外旅行に出かけています。

問３ 下線部（３）
下線部（３）～
（３）～（５）の語の
（５）の語の意味として適切なものをそれぞれ
の語の意味として適切なものをそれぞれ選び、記号で答えなさい。
意味として適切なものをそれぞれ選び、記号で答えなさい。
( ア. traveling

イ. are

ウ. more and more

エ. abroad

オ. people ) these days.

ア. 表面
(3)

イ. 溶岩

ウ. 地殻

エ. 大陸

オ. 渓谷

お手伝いしてくださいませんか。

問４ 本文の内容と一致するものを２つ
本文の内容と一致するものを２つ選び、記号で答えなさい。
２つ選び、記号で答えなさい。
I ( ア. could

イ. you

ウ. if

エ. help

オ. wonder ) me .

ア. 地震が起こる原因がわかったのはおよそ１０年前である。
(4)

その犬は私の兄に世話をされました。

イ. ほとんどの地震は、プレートと呼ばれる岩盤の動きから生じる。
The dog ( ア. of イ. taken
(5)

ウ. was

エ. by

オ. care ) my brother .

ウ. 大陸が安定していないことを発見したのは２０世紀後半になってからである。
父は週末に私たちをよく動物園に連れていってくれたものだ。
My father ( ア. to

イ. often

ウ. take

エ. would

オ.us ) the zoo on weekends.

エ. 毎年３００万回の地震が日本で起こっている。
オ. １１秒に一回は地震が起こっていると言われている。

英英英英 語語語語 問問問問 題題題題 ⅢⅢⅢⅢ

(1) I’m looking for a book ( ア. whose イ. which ウ. what エ. that ) subject is sports.

D. 次の
次の会話文を読んで、（
会話文を読んで、（１
会話文を読んで、（１）～（６）に
～（６）に入る最も
入る最も適切
最も適切な
適切な文を右の欄から１つずつ選び、記号で答えなさい。
を右の欄から１つずつ選び、記号で答えなさい。
但し、主語である I を用いた文以外は文頭でも小文字で示してあります。
を用いた文以外は文頭でも小文字で示してあります。
Beth: Hey, Mark. ( １ )
Mark: Yeah, that’s right. How have you been?
Beth: Nothing in particular. By the way, ( ２ )
Mark: Yes. I’ve got an offer in upstate New York.
Beth: Oh, that’s great! But ( ３ )
ア. I’m going to miss you.
Mark: Me, too. ( ４ )
イ. I’m looking forward to hearing from you soon.
Beth: Yeah, of course.
ウ. I heard you’re moving to New York.
( ５ )
エ. as far as I know, it is very difficult to live there.
Mark: Trust me. I won’t.
オ. long time no see.
I’ll keep you posted.
カ. let’s keep in touch.
キ. don’t forget to drop me a line when you settle down.
Beth: Do you have my address?
Mark: Well, I have your e-mail address.
Beth: All right! (
６ ) Good luck!

