
１．次の英語は日本に，日本語は英語に直しなさい。 (１点×16＝16 点) 

(1) ancient    (2) sherbet     

(3) myth    (4) historian    

(5) B.C.    (6) レモン    

(7) ジュース    (8) emperor    

(9) flavor（動詞）   (10) バイオリン    

(11) servant    (12) nearby    

(13) 溶ける    (14) 混ぜる    

(15) honey    (16) 木の実    

 

２. 次の語を（ ）内の指示にしたがって書きかえなさい。 （２点×４＝８点） 

(1) begin（過去形に）    (2) eat（過去形に）    

(3) eat（過去分詞形に）    (4) Italy（形容詞形に）    

 

３．それぞれの語で最も強く読むところの記号を○で囲みなさい。 (２点×３＝６点) 

(1) his-to-ri-an (2) em-per-or (3) vi-o-lin 

 ア  イ ウ エ ア   イ  ウ ア イ ウ 

 

４．次の下線部の発音が同じものには○を，違うものには×を書きなさい。 

(２点×２＝４点) 

(1) ancient ― flavor (   ) (2) historian ― honey (   ) 

 

５．次の日本文に合うように適当な語を入れ，英文を完成させなさい。 

 (完答４点×４＝16 点) 

(1) 彼は走って家に帰った。 

 He                 to his house. 

(2) 当時はバナナは高価だった。 

         that        , bananas were expensive. 

(3) 先生はこの本を月曜日までに読むように私たちに命じた。 

 Our teacher         us         read this book by Monday. 

(4) 私はあなたの友達としてあなたに助言します。 

 I will advise you         your friend. 



１．次の英語は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 (２点×５＝10 点) 

(1) era    (2) theory    

(3) 絹    (4) spread    

(5) 塩    

 

２. 次の語を（ ）内の指示にしたがって書きかえなさい。 （２点×３＝６点） 

(1) describe（名詞形に）    

(2) bring（過去形に）    

(3) become（過去形に）    

 

３．次の下線部の発音が同じものには○を，違うものには×を書きなさい。 

(１点×２＝２点) 

(1) theory ― sixteenth (   ) (2) spread ― cream (   ) 

 

４．次の日本文に合うように適当な語を入れ，英文を完成させなさい。 

 (完答４点×８＝32 点) 

(1) 彼女の部屋の窓は一日中閉められたままだった。 

 The window of her room                 all day long. 

(2) 彼女のお父さんは有名な作家だという事実を知っていますか。 

 Do you know the                 her father is a famous writer? 

(3) 彼女の助けのおかげで，私はその仕事を終えることができた。 

                 her help, I could finish the work. 

(4) この本は日本中で読まれている。 

 This book is read         Japan. 

(5) 彼はイタリアに滞在して１か月過ごした。 

 He         a month         in Italy. 

(6) 彼は勉強している間，音楽を聞いた。 

         he                , he listened to music. 

(7) 駅への行き方を教えてくださいませんか。 

 Could you tell me                 get to the station? 

(8) あなたはいつアイスクリームが日本に伝わったか知っていますか。 

 Do you know when ice cream                 to Japan? 



１．次の英語を日本語に直しなさい。 (３点×４＝12 点) 

(1) elite    (2) recipe    

(3) royalty    (4) guest    

 

２. 次の語を（ ）内の指示にしたがって書きかえなさい。 （３点×４＝12 点） 

(1) marry（名詞形に）    

(2) Italy（形容詞形に）    

(3) mix（名詞形に）    

(4) advertise（名詞形に）    

 

３．次の下線部の発音が同じものには○を，違うものには×を書きなさい。 

(２点×２＝４点) 

(1) recipe ― guest (   ) (2) elite ― children (   ) 

 

４．それぞれの語で最も強く読むところの記号を○で囲みなさい。 (２点×３＝６点) 

(1) I-tal-ian (2) rec-i-pe (3) roy-al-ty 

 ア イ  ウ ア イ ウ ア  イ ウ 

 

５．次の日本文に合うように適当な語を入れ，英文を完成させなさい。 

 (完答４点×４＝16 点) 

(1) その後，彼は二度と嘘をつかなかった。 

         that time        , he never told a lie. 

(2) 彼は私の妹と私の間に座った。 

 He sat down         my sister         I. 

(3) 私たちは一緒にテレビを見て楽しんだ。 

 We                 TV together. 

(4) アイスクリームは 1700 年代初期にアメリカに到着したと思われている。 

Ice cream is thought to have reached America         the  

        1700s. 

 

 



１．次の英語を日本語に直しなさい。 (３点×４＝12 点) 

(1) wrap    (2) waffle    

(3) edible    (4) lovely    

 

２. 次の語を（ ）内の指示にしたがって書きかえなさい。 （３点×４＝12 点) 

(1) invent（名詞形に）    

(2) sell（「売る人」の意味に）    

(3) run（過去形に）    

(4) usual（反意語に）    

 

３．次の下線部の発音が同じものには○を，違うものには×を書きなさい。 

(２点×３＝６点) 

(1) cone ― long (   ) (2) waffle ― wrap (   ) 

(3) edible ― rest (   ) 

 

４．次の日本文に合うように適当な語を入れ，英文を完成させなさい。 

 (完答４点×５＝20 点) 

(1) マイクの隣の女の子はだれですか。 

 Who is the girl                 Mike? 

(2) 私たちはもうすぐ砂糖を使い果たすでしょう。 

 We will                         sugar soon. 

(3) その後はご存じの通りだ。 

 The         is        . 

(4) 彼女が作るケーキはさらにおいしくなった。 

 Her cake became                . 

(5) 彼らは長い間電話で話した。 

 They talked on the phone         a                . 


