
　　　次の英文の（　　）内から最も適切な語を選び，○○で囲みなさい。 （各 12 点／計 60 点）

⑴ Taro （ like / likes ） to read books.

⑵ My brother （ have / has ） a new bicycle.

⑶ Amy and her sister （ go / goes ） to school together every day.

⑷ It （ stop / stops / stopped ） raining this morning.

⑸ Yuki （ live / lives / lived ） in Kobe at the age of nine.

　　　次の各文を，〔　　〕内の指示にしたがって，書きかえなさい。 （各 10 点／計 40 点）

⑴ I have many CDs.　〔下線部を He に変えて〕

⑵ My sister used this computer.　〔否定文に〕

⑶ The boys know Mr. Smith very well.　〔疑問文に〕

⑷ Billy often visits his grandmother.　〔疑問文に〕
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組 番 得点（100 点）
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　　 　次のクロスワードパズルを右のヒントで解き，単語を答えなさい。ただし，答えは，単
語全体のつづり字で答えること。 （各 12 点／計 60 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

 ⑴　　　　　　　　　　

 ⑵　　　　　　　　　　

 ⑶　　　　　　　　　　

 ⑷　　　　　　　　　　

 ⑸　　　　　　　　　　

　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，空所に入れるのに最も適切な語を下から選び，
記号で答えなさい。 （各 10 点／計 40 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　私たちは７時に空港に着いた。
　　We arrived （　　　） the airport at seven. 　　　　

⑵　駅の前で会いましょう。
　　Let’s meet （　　　） front of the station. 　　　　

⑶　彼女は次のバス停でバスから降りなければならない。
　　She must get （　　　） the bus at the next bus stop. 　　　　

⑷　彼は上着を着て出かけた。
　　He put （　　　） his coat and left. 　　　　

　　ア．on　　イ．off　　ウ．in　　エ．to　　オ．at

1

o→
⑴

→
⑵

↓⑸↓⑷↓⑶

n

s e

r

g

〈ヨコのカギ〉
⑴　たびたび，しばしば
⑵　speak の過去分詞形

〈タテのカギ〉
⑶　bad の比較級
⑷　強い
⑸　…の下に
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　　 　次の各対話文の空所に入れるのに最も適切な表現を下から選び，記号で答えなさい。た
だし，同じものを２度以上使わないこと。 （各 16 点／計 64 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　A : Good morning.  How are you today ?
　　B : （　　　） 　　　　
⑵　A : I’m sorry, I’m late.
　　B : （　　　） 　　　　
⑶　A : Do you want something to drink ?
　　B : （　　　） 　　　　
⑷　A : Well, I have to go now.
　　B : （　　　） 　　　　

ア．A glass of milk, please.　　イ．See you.
ウ．No, I’m not.　　　　　　 　エ．That’s all right.
オ．I’m fine, thank you.  And you ?

　　 　次の各対話文が日本文の意味を表すように，（　　）内から最も適切な語を選び，答えな
さい。 （各 12 点／計 36 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　きょうは風邪をひいています。̶それはいけませんね。
　　I have a cold today. ̶ That’s too （ good / bad ）. 　　　　　　　　　　

⑵　どうしたの？̶気分が悪いんだ。
　　（ What’s / How’s ） wrong ? ̶ I’m sick. 　　　　　　　　　　

⑶　駅はどこですか。̶ホテルの隣です。すぐに見つかりますよ。
　　Where is the station ? ̶ It’s （ next / near ） to the hotel.  You can’t miss it.
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　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，（　　）内から最も適切な語を選び，○○で囲みな
さい。 （各 10 点／計 40 点）

⑴　その箱の中には何がはいっていますか。
　　（ Who / What / Which ） is in the box ?

⑵　あなたはどれくらいニューヨークに滞在するのですか。
　　How （ many / old / long ） will you stay in New York ?

⑶　私は彼がだれなのか知りません。
　　I don’t know （ what / who / which ） he is.

⑷　トムはいい人ですよね。
　　Tom is a nice person, （ is / does / isn’t / doesn’t ） he ?

　　　次の会話文が日本文の意味を表すように，空所に適語（１語）を入れなさい。
 （各 12 点／計 60 点）

⑴　いつあなたはヨーコに会ったのですか。̶̶先週の金曜日に会いました。
　　（　　　　　　　　） did you see Yoko ? ̶̶ I saw her last Friday.

⑵　なぜあなたはそこへ行ったのですか。̶̶兄に会うためです。
　　（　　　　　　　　） did you go there ? ̶̶ To see my brother.

⑶　あなたの学校ではだれがじょうずに歌いますか。̶̶ハリーです。
　　（　　　　　　　　） sings well in your school ? ̶̶ Harry does.

⑷　きみは昨日どこへ行きましたか。̶̶動物園に行きました。
　　（　　　　　　　　） did you go yesterday ? ̶̶ I went to the zoo.

⑸　彼らは正午に着きませんでしたよね。̶̶はい，着きませんでした。それに私もです。
　　They didn’t arrive at noon, （　　　　　　　　） they ?

　　̶̶ No, they didn’t.  And I didn’t either.

1

2

クイック10

標　準
第　　　回第　　　回55 文法・語法③

　疑問詞を使った疑問文など

組　　　　　番 得点（100 点）

点

氏　

名

Sample



　　 　次の各文の下線部の語で，その文の主語と（述語）動詞にあたるものを１つずつ選び，記
号で答えなさい。 （各 12 点／計 60 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

 〈主語〉 　〈（述語）動詞〉

⑴　Tom goes for a walk every morning. 　　　　　　　　　　

⑵　That man lives here with his wife. 　　　　　　　　　　

⑶　There are twelve months in a year. 　　　　　　　　　　

⑷　Mrs. Smith looks very young for her age. 　　　　　　　　　　

⑸　Was the American family rich ? 　　　　　　　　　　

　　　次の各文の主語にあたる語（１語）を英語で答えなさい。 （各 10 点／計 40 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　What do you want to do ? 　　　　　　　　　　

⑵　One day he walked into the shop. 　　　　　　　　　　

⑶　Who is playing tennis ? 　　　　　　　　　　

⑷　Mary’s parents were glad at the news. 　　　　　　　　　　
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　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，空所に入れるのに最も適切な語（句）を選び，記
号で答えなさい。 （各 10 点／計 40 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　エミは以前富士山に登ったことがあります。
　　Emi （　　　） Mt. Fuji before.
　　ア．climbs　　　　　 イ．have climbed　　　 ウ．has climbed 　　　　
⑵　私は一度もアメリカへ行ったことがありません。
　　I have never （　　　） to America.
　　ア．go　　　　　　　 イ．went　　　　　　　 ウ．been 　　　　
⑶　祖父は今朝からずっと忙しい。
　　My grandfather （　　　） busy since this morning.
　　ア．is　　　　　　　  イ．have been　　　　    ウ．has been 　　　　
⑷　私はちょうど宿題をすませたところだ。
　　I （　　　） my homework.
　　ア．already finished　イ．have just finished　 ウ．has just finished 　　　　

　　　次の各文を，〔　　〕内の指示にしたがって，書きかえなさい。 （各 15 点／計 60 点）

⑴　Andy is sick in bed now.　〔下線部を for a week に変えて現在完了の文に〕

　　 
⑵　We have already cleaned the room.　〔否定文に〕

　　 
⑶　I have lived in this town for ten years.　〔下線部を尋ねる疑問文に〕

　　 
⑷　She went to Canada, and she isn’t here now.　〔ほぼ同じ内容を表す１文に〕
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　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，（　　）内から最も適切な語を選び，○○で囲みな
さい。 （各 11 点／計 44 点）

⑴　その古い話はその国ではよく知られている。
　　The old story （ be / is / are ） known well in that country.

⑵　それはちょうど１か月前に建てられた。
　　It was （ build / built / building ） just a month ago.

⑶　これらの人形はジェーンが作った。
　　These dolls were made （ from / of / by ） Jane.

⑷　英語はオーストラリアで話されますか。
　　（ Does / Are / Is ） English spoken in Australia ?

　　 　次の各組の能動態と受動態の文がほぼ同じ内容を表すように，空所に適語（各１語）を入
れなさい。 （各 14 点／計 56 点）

　　  He reads a newspaper every morning.
⑴　｛　　  A newspaper （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） by him every morning.

　　  Mary cut the flowers yesterday.
⑵　｛　　  The flowers （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） by Mary yesterday.

　　  Mike did not take the dog to the beach.
⑶　｛　　  The dog （　　　　　　　　） not （　　　　　　　　） to the beach by Mike.

　　  Do they open the gate at 9 o’clock ?
⑷　｛　　  （　　　　　　　　） the gate （　　　　　　　　） at 9 o’clock ?
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　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，空所に入れるのに最も適切な語（句）を選び，記
号で答えなさい。 （各 11 点／計 44 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　私たちは彼に会うためにそこへ行った。
　　We went there （　　　） him.
　　ア．see イ．to see ウ．seeing エ．seen 　　　　

⑵　ジャックと踊っている女の子はだれですか。
　　Who is the girl （　　　） with Jack ?
　　ア．dance イ．to dance ウ．dancing エ．danced 　　　　

⑶　私は何か飲み物がほしい。
　　I want something （　　　）.
　　ア．drink イ．to drink ウ．drinking エ．drank 　　　　

⑷　私の父はたばこをすうのをやめた。
　　My father stopped （　　　）.
　　ア．smoke イ．to smoke ウ．smoking エ．smoked 　　　　

　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，（　　）内の語を最も適切な形にして書きなさい。
 （各 14 点／計 56 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　あなたはあの泳いでいる少年を知っていますか。
　　Do you know that （ swim ） boy ? 　　　　　　　　　　

⑵　私は放課後，テニスをしたい。
　　I want （ play ） tennis after school. 　　　　　　　　　　

⑶　これは日本製の車だ。
　　This is the car （ make ） in Japan. 　　　　　　　　　　

⑷　私はきょうの午後，彼女とのおしゃべりを楽しんだ。
　　I enjoyed （ have ） a chat with her this afternoon. 　　　　　　　　　　
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　　 　次の各組の文がほぼ同じ意味になるように，（　　）内から最も適切な語を選び，○○で囲
みなさい。 （各 10 点／計 40 点）

　　  She gave me a Christmas present.
⑴　｛　　  She gave a Christmas present （ for / to ） me.

　　  The student can play the piano well.
⑵　｛　　  The student is （ going / able ） to play the piano well.

　　  Billy is older than Cathy.
⑶　｛　　  Cathy is （ young / younger ） than Billy.

　　  Ms. Brown was so busy that she could not go to the concert.
⑷　｛　　  Ms. Brown was （ very / too ） busy to go to the concert.

　　　次の各組の英文がほぼ同じ意味になるように，空所に適語（１語）を入れなさい。
 （各 12 点／計 60 点）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

　　  My sister can speak English well.
⑴　｛　　  My sister is a good English （　　　）.
 　　　　　　　　　　
　　  I like to listen to a CD.
⑵　｛　　  I like （　　　） to a CD.
 　　　　　　　　　　
　　  I don’t have any money with me now.
⑶　｛　　  I have （　　　） money with me now.
 　　　　　　　　　　
　　  This box isn’t as large as that one.
⑷　｛　　  That box is （　　　） than this one.
 　　　　　　　　　　
　　  Do you know what you should do ?
⑸　｛　　  Do you know what （　　　） do ? 　　　　　　　　　　
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　　 　次の各対話文の空所に入れるのに最も適切な表現を下から選び，記号で答えなさい。た
だし，同じものを２度以上使わないこと。 （各 10 点／計 40 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　A : How’s your work ?
　　B : Very busy.
　　A : （　　　） 　　　　
⑵　A : Here we are !
　　B : （　　　） 　　　　
⑶　A : Bye, I have to go now.
　　B : （　　　） 　　　　
⑷　A : Will you open the window ?
　　B : （　　　） 　　　　

　　ア．Oh, are we already at Tokyo Station ?　　イ．Sure.
　　ウ．See you later.　　エ．Thank you.　　オ．That’s too bad.

　　 　次の各文が日本文の意味を表すように，（　　）内の語を最も適切な形にして書きなさい。
 （各 12 点／計 60 点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■解答欄

⑴　その犬は住む小屋がなかった。
　　The dog had no house （ live ） in. 　　　　　　　　　　
⑵　私は彼が私をずっと見ているのに気づいた。
　　I found that he kept （ look ） at me all the time. 　　　　　　　　　　
⑶　秋が終わり，冬がやって来た。
　　Autumn is over and winter （ come ）. 　　　　　　　　　　
⑷　彼は５人の中でいちばんうまく英語を話す。
　　He speaks English （ well ） of the five. 　　　　　　　　　　
⑸　その国で話されている言語は何ですか。
　　What language is （ speak ） in that country ? 　　　　　　　　　　

1

2

クイック10

標　準
第　　　回第　　　回3131 まとめテスト①

組　　　　　番 得点（100 点）

点

氏　

名

Sample




