
      

A.A.A.A.    下線部の発音が下線部の発音が下線部の発音が下線部の発音が他の３語と異なるもの他の３語と異なるもの他の３語と異なるもの他の３語と異なるものを選び、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)    ア. pearl           イ. heart         ウ. earn          エ. search 

(2)    ア. generate            イ. genius             ウ. medium               エ. meter 

(3)    ア. washed        イ. shaped       ウ. listened          エ. finished 

(4)    ア. enclose          イ. lose             ウ. lease               エ. tease    

(5)    ア. machinery          イ. headache         ウ. technology            エ. echo  

(6)    ア. crowd          イ. flow           ウ. allow              エ. proud 

(7)    ア. leaf           イ. reason          ウ. leader                エ. breath 

(8)    ア. flour                 イ. our                 ウ. tour                 エ. tower 

(9)    ア. cinema               イ. little                ウ.middle              エ. minor 

(10)   ア. honest            イ. horn                ウ. home                エ. hint  

 

 

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）をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ１つ１つ１つ１つ選び、記号で答えなさい。選び、記号で答えなさい。選び、記号で答えなさい。選び、記号で答えなさい。    

(1)  Tom had the doctor (        ) at his leg. 

 ア. look              イ. looking            ウ. looked            エ. to laugh 

(2)  I don’ t like (          ) like a child.  

ア. treat              イ.treating           ウ. being treated      エ. to treat   

(3)  He refused (        ) with us.  

  ア. come              イ. to come           ウ.  coming          エ. came  

(4)  You have never been to Hokkaido, (            )?  

   ア. do you             イ. haven’t you       ウ. have you          エ. don’t you  

(5)  You (       ) be (        ) careful when you swim in the sea. 

 ア. cannot / too        イ. cannot / so        ウ. never / as          エ. won’t / more   

 

 

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）内の語）内の語）内の語((((句句句句))))を並べかえを並べかえを並べかえを並べかえ、、、、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)  メアリーは二度と遅刻しないと約束しました。 

   Mary ( ア. to   イ. late   ウ. be   エ. promised   オ. not  ) again. 

(2)  だれがコンピュータを壊したのか見当がつかない。 

   I have ( ア. broke   イ. idea   ウ. the computer   エ. who   オ. no  ).  

(3)  太郎は美紀より２歳年上だ。 

   Taro ( ア. Miki   イ. older   ウ. than   エ. two years   オ. is  ).    

(4)  そのことについては、彼に伝えない方がいいよ。 

   You ( ア. tell   イ. him   ウ. had   エ. not   オ. better  ) about it. 

(5)  私たちはそんなにひどい台風を経験したことはない。 

  We ( ア. a severe typhoon   イ. experienced   ウ. such   エ. have   オ. never  ) .           

 

D. D. D. D. 次の会話文を読んで、（１）～（５）に入るもっとも適切な文を右の欄から１つずつ選び、記号で答えなさい。次の会話文を読んで、（１）～（５）に入るもっとも適切な文を右の欄から１つずつ選び、記号で答えなさい。次の会話文を読んで、（１）～（５）に入るもっとも適切な文を右の欄から１つずつ選び、記号で答えなさい。次の会話文を読んで、（１）～（５）に入るもっとも適切な文を右の欄から１つずつ選び、記号で答えなさい。    

        Amy:  Are you coming to the party at Mike’s house? 

  Tom:  Yes, of course.  The party will start around seven.  (   1   ) 

  Amy:  How about six o’clock? 

  Tom:  Well, I have to stay at home until six since I’ll look after my little sister. 

  Amy:  Oh, really?  Then, how about six thirty? 

  Tom:  OK., but (   2   ), since I have no car. 

  Amy:  That’s no problem, Tom.  (   3    ) 

  Tom:  Thank you, Amy.  (   4     ) 

  Amy:  Not at all. By the way, (   5    ) 

  Tom:  OK. I’ll get them before the party.  

  Amy:  Great.  Well, see you later. 

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。    

Health is a very important aspect in the life of everyone. ①①①①[[[[importantimportantimportantimportant    / is / health and fitness / / is / health and fitness / / is / health and fitness / / is / health and fitness / 

more / nothing / than ]more / nothing / than ]more / nothing / than ]more / nothing / than ] for any human being.  Healthy and fit people really enjoy their life very 

happily and peacefully.  [  [  [  [  ②②②②        ]]]] people cannot enjoy life in full extent.  They cannot enjoy eating, 

watching sports, or other luxury of the life.  It is truly said by our elders that health is better than 

[[[[        ③③③③        ]]]].  In order to maintain good health we need to properly take care (  (  (  (  アアアア        )))) health and 

sanitation all around us.  We have to eat healthy and complete food in timely manner.  

We should eat green and fresh vegetables, milk, fresh fruits, egg, etc.  Our body need sufficient 

amount of proteins, minerals and vitamins on daily basis to be fit and healthy.  Together with the 

healthy food and （イ）（イ）（イ）（イ）physicalphysicalphysicalphysical activities we need to maintain cleanliness in our home and surrounding 

areas including our personal cleanliness.  The [[[[    ④④④④         ]]]] of physical and mental fitness is very 

important for a person needed to be successful and do best to the society.  It is truly said by Buddha 

about health and fitness that, “To keep the body in good health is a duty.  Otherwise we shall not be 

able to keep our mind strong and clear”. 

問１問１問１問１    下線部①を「健康とフィットネスほど重要なものはない」となるように並べかえ、完成させなさい。下線部①を「健康とフィットネスほど重要なものはない」となるように並べかえ、完成させなさい。下線部①を「健康とフィットネスほど重要なものはない」となるように並べかえ、完成させなさい。下線部①を「健康とフィットネスほど重要なものはない」となるように並べかえ、完成させなさい。    

            ただし、ただし、ただし、ただし、文頭にくる語は大文字で文頭にくる語は大文字で文頭にくる語は大文字で文頭にくる語は大文字で示しなさい。示しなさい。示しなさい。示しなさい。  

問２問２問２問２    ②、③、②、③、②、③、②、③、④④④④に入る適切な語を下から選び、記号で答えなさい。ただし、文頭にくる語も小文字でに入る適切な語を下から選び、記号で答えなさい。ただし、文頭にくる語も小文字でに入る適切な語を下から選び、記号で答えなさい。ただし、文頭にくる語も小文字でに入る適切な語を下から選び、記号で答えなさい。ただし、文頭にくる語も小文字で    

            示してあります。示してあります。示してあります。示してあります。    

ア. maintenance      イ. wealth       ウ. unhealthy      エ. normal         オ. peace        

問３問３問３問３    本文中の（ア）本文中の（ア）本文中の（ア）本文中の（ア）に入る適切な語をに入る適切な語をに入る適切な語をに入る適切な語を答え答え答え答えなさい。なさい。なさい。なさい。    

問４問４問４問４    本文中の（イ）と反対の意味を表す語を本文中の（イ）と反対の意味を表す語を本文中の（イ）と反対の意味を表す語を本文中の（イ）と反対の意味を表す語を、、、、本文中から抜き出しなさい。本文中から抜き出しなさい。本文中から抜き出しなさい。本文中から抜き出しなさい。    

問問問問５５５５    本文の内容と一致するものを本文の内容と一致するものを本文の内容と一致するものを本文の内容と一致するものを 1111 つ選び、記号で答えなさい。つ選び、記号で答えなさい。つ選び、記号で答えなさい。つ選び、記号で答えなさい。    

ア． You can enjoy your life if you are rich. 

イ.  Eating food and watching sports are the only way for you to be happy. 

ウ.  In order to be healthy, you should only eat green and fresh vegetables. 

エ.  Both healthy food and physical activities keep you in good health.  

          

ア. Shall we take some drinks and snacks to the party? 
イ. I don’t know when to start. 

ウ. I’m wondering how I’ll get there. 
エ. What time shall we meet? 
オ. I’ll pick you up at six. 
カ. Where shall we meet? 

キ. Do you have some time before the party? 
ク. That’s very kind of you. 

英英英英    

語語語語    

問問問問    

題題題題    

ⅢⅢⅢⅢ 


