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1. 

 

意味の通る英文になるように（   ）内の正しい語を選び，記号で答えましょう。 

（2 点×5＝10 点） 

(1) I（ア is イ like ウ don’t）science. 

(2) （ア What’s イ What do ウ Who is）his name? 

(3) She（ア aren’t イ isn’t ウ doesn’t）speak Japanese. 

(4) I（ア study イ studies ウ studied）math yesterday. 

(5) It（ア did イ was ウ were）interesting. 

 

 (1) イ (2) ア (3) ウ (4)  ウ (5) イ 

2. 次の英文 1，2 を読んで，あとの問いに答えましょう。 

 英文 1                                                   （2 点×2＝4 点） 
 

学校からの帰り道に，エミ（Emi）とナツ（Natsu）が話しています。 

Emi: I like animals. 

Natsu: Me, too. 

Emi: Do you have any pets? 

Natsu: Yes.  I have two cats.  How about you? 

Emi: I don’t have any pets. 

Natsu: What do you do on Sundays? 

Emi: I enjoy cooking.  Last Sunday, I made omelets for my family. 

Natsu: That’s nice!                        （42 語） 

 会話の内容に合うように，解答欄に適切な語句を入れましょう。 

 ①ナツは（      ）飼っている。 

 ②この前の日曜日，エミは家族のために（      ）。 
 

① ネコを 2 ひき ② オムレツをつくった 
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 英文 2                                 （2 点×3＝6 点） 
 

リョウが写真を見せながら，自分のおばあさんのことを話しています。 

This is my grandmother. 

She is 61 years old.  She（ ① ）in Okinawa. 

She is an English teacher. 

Last summer, my brother and I visited（ ② ）. 

We went to an aquarium together.  We saw a lot of fish there. 

We also went to a beach.  It was beautiful. 

At night, we played with fireworks. 

We（ ③ ）a wonderful time.                     （56 語） 

 文章中の（   ）にあてはまる語をそれぞれ選び，記号を解答欄に書きましょう。 

 ①（ア live イ livs ウ lives） 

 ②（ア her イ she ウ him） 

 ③（ア has イ had ウ have） 
 

① ウ ② ア ③ イ 
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1. 

 

日本語の文の内容を表す英文になるように（   ）内の語を並べかえましょう。ただ

し，文頭にくるべき語も小文字で始まっているので，大文字に直して書くこと。 

  （2 点×8＝16 点） 

(1) 私はコーヒーが好きではありません。 

 （ like / I / coffee / don’t ）. 

 I don’t like coffee . 

(2) 彼は理科を教えますか。 

 （ does / science / teach / he ）? 

   Does he teach science ? 

(3) あなたは何時に起きますか。 

 （ you / up / what / get / do / time ）? 

 What time do you get up ? 

(4) 私は彼といっしょに野球がしたいです。 

 （ baseball / him / with / I / want / play / to ）. 

 I want to play baseball with him . 

(5) 私の妹はそのコンピュータを使いませんでした。 

 （ sister / my / use / computer / didn’t / the ）. 

 My sister didn’t use the computer . 

(6) あなたは昨日数学を勉強しましたか。 

 （ did / math / study / you ）yesterday? 

  Did you study math yesterday? 

(7) あなたはこの前の土曜日に大阪にいましたか。 

 （ in / you / were / last / Osaka ）Saturday? 

 Were you in Osaka last Saturday? 
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(8) 彼らは中国語をとてもじょうずに話すことができます。 

 （ Chinese / well / they / speak / very / can ）. 

 They can speak Chinese very well . 

    

2. 次の英文を読んで，あとの問いに答えましょう。         （2 点×3＝6 点） 
 

休み時間に，マミ（Mami），ケンジ（Kenji），ジェーン（Jane）が話しています。 

Mami: I like soccer.  Do you like soccer, Kenji? 

Kenji: No, I don’t.  I like tennis.  I like Osaka Naomi. 

Jane: Who is it? 

Mami: She is a great tennis player.  I like her, too. 

Jane: Are you on the tennis team, Kenji? 

Kenji: Yes, I am.  I practice tennis every day. 

Mami: What’s your favorite subject, Jane? 

Jane: It’s music.  I like singing. 

I went to karaoke with Yuki yesterday. 

Mami: Yuki can play the piano very well. 

Jane, can you play the piano, too? 

Jane: No, I can’t.                          （80 語） 

 次の文の内容が正しければ○を，間違っていれば×を解答欄に書きましょう。 

 ①ケンジはテニス部に入っている。 

 ②ジェーンはユキと今日カラオケに行く。 

 ③ジェーンはピアノをひくことができる。 
 

① ○ ② × ③ × 
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1. 次の英文を読んで，あとの問いに答えましょう。          （2 点×2＝4 点） 

  ＊注 culture 文化 

留学生のナンシー（Nancy）が写真を見せながら，ユウコ（Yuko）に姉のエイミー（Amy）

のことを話しています。 

Nancy: This is Amy, my sister.  She likes Japanese ＊culture. 

Yuko: Does she like Japanese comic books? 

Nancy: Yes, she does.  She has a lot of Japanese comic books. 

Yuko: How many Japanese comic books does she have? 

Nancy: About one hundred and fifty. 

Yuko: So many! 

Nancy: She came to Japan last month.  She watched some Japanese anime. 

She enjoyed shopping in Tokyo. 

Yuko: Did she enjoy Japanese food, too? 

Nancy: Yes, she did.  We ate sushi together. 

Yuko: Does she speak Japanese? 

Nancy: No, she doesn’t.  But she knows some easy Japanese words. 

Yuko: Oh, I see.                            （99 語） 

 対話文の内容と一致するものをア～オから 2 つ選び，記号で答えましょう。 

 ア エイミーは日本のマンガ本を約 150冊もっている。 

 

ア 

オ 

 イ エイミーは日本に来たことがない。 

 ウ ユウコは東京で買い物を楽しんだ。 

 エ ナンシーはすしを食べなかった。 

 オ エイミーは簡単な日本のことばをいくつか知っている。 
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2. 次の指定に従って，英文を書きましょう。 

(1) あなた自身のことについて，英文で書きましょう。書き出しは Iで始めるものとしま

す。英文は 3文以上で，習っていない単語は 3つまで日本語を使用してもかまいませ

ん。                                  （6 点） 

（例）I’m Yamada Aki.  I have a dog. 

        I’m good at swimming.  I can swim fast. 

 

 

(2) あなたの家族や身近な人について，英文で書きましょう。英文は 3 文以上で，習って

いない単語は 3 つまで日本語を使用してもかまいません。           （6 点） 

（例）My brother is 16 years old.  His name is Keita. 

        He dances well.  He loves curry and rice. 

 

 

(3) あなたがこの 1 週間にしたことについて，英文で書きましょう。英文は 3 文以上で，

習っていない単語は 3つまで日本語を使用してもかまいません。        （6 点） 

  （例）I went shopping with my father on Saturday. 

        We had dinner at a Chinese restaurant. 

        I saw a movie with my brother on Sunday. 

I studied English hard yesterday. 

 


