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英 語 
 

 

 

 

 

 

・試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。 

 

・試験時間は 40分です。 

 

・解答用紙は、この問題冊子の中央にはさんでいます。 

 

・試験のはじめに問題冊子の表紙と解答用紙に受験番号を記入しなさい。 

(名前は書いてはいけません。) 

 

・解答はすべて解答用紙に記入しなさい。 

 

・リスニングはありません。 

 

・質問などがあれば、静かに手をあげて知らせなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 番 号 

   



第１問 A と Bの問題に答えなさい。 

A 大文字は小文字に、小文字は大文字に直しなさい。 

 1. B    2. M    3. W    4. A    5. K   

 6. n    7. l    8. c    9. j    10. e 

 

B 次の文字をアルファベット順に並べ換えなさい。 

 1. LEGAO   2. NVIPD 3. giemt   4. usybz   5. pqktd 

 

第２問 次のイラストを表す英単語を     から選び、解答らんに書きなさい。ただし、同じ単語は 

2回使ってはいけません。  

 

 

１．    ２．    ３． 

                     

 

 

 ４．    ５． 

    
 

 

 

walk     bird     guitar     police officer     soccer 

 



第３問 次の 1～10の英文の（  ）内に入る語句として、最も適切なものを下のア～エの中から一つずつ 

選び、記号で答えなさい。 

 

1. (   ) is the second month of the year. 

ｱ. February   ｲ. March   ｳ. April   ｴ. May 

 

2. Thursday comes after (   ). 

ｱ. Tuesday   ｲ. Wednesday ｳ. Friday   ｴ. Saturday 

 

3. (   ) is a city in Hyogo. 

ｱ. Kyoto   ｲ. Osaka   ｳ. Sapporo   ｴ. Himeji 

 

4. I am (   ), and I want some sandwiches. 

ｱ. hungry   ｲ. sleepy   ｳ. thirsty   ｴ. tired 

 

5. (   ) Mike like science? 

ｱ. Is   ｲ. Are   ｳ. Do   ｴ. Does 

 

6. It’s hot here.  Please (   ) the windows. 

ｱ. wash   ｲ. open   ｳ. close   ｴ. paint 

 

7. Paula (   ) know this book. 

ｱ. isn’t  ｲ. aren’t  ｳ. don’t  ｴ. doesn’t 

 

8. That man is Mr. Brown.  Do you know (   )? 

ｱ. him  ｲ. her  ｳ. it   ｴ. them 

 

9. How (   ) shoes does your brother have? 

ｱ. long  ｲ. much  ｳ. many  ｴ. tall 

 

10. “(   ) do you buy at a bookstore?” 

“We buy books there.” 

ｱ. What  ｲ. When  ｳ. Who  ｴ. Where 

 

 

 

 

 



第４問 次の 1～5の日本文の意味を表すように①から④を並べかえ、１番目と３番目にくるものの番号を 

  答えなさい。ただし、文の始めにくる語句も小文字になっています。 

 

1. 今日は何曜日ですか。 

(     )(     )(     )(     ) today? 

① what          ② it         ③ day             ④ is 

 

2. 私たちは、私の家でケーキを作ることができます。 

(     )(     )(     )(     ) at my house. 

① a cake         ② we         ③ make           ④ can 

 

3. この部屋で遊ばないでください。 

Please (     )(     )(     )(     ). 

① this room      ② don’t       ③ in              ④ play 

 

4. 子どもたちは教室にいますか。 

(     )(     )(     )(     )? 

① in             ② the children ③ the classroom  ④ are 

 

5. 私の兄は毎日宿題をします。 

(     )(     )(     )(     ) every day. 

① his homework  ② my          ③ does           ④ brother 

 

 

第５問 次の 1〜5 までの（   ）に入れるのに最も適切な語を答えなさい。 

1. A：(     ) quiet in the library, please. 

B: I’m sorry. 

 

2. A: Do you like tomatoes? 

B: No, I (     ). 

 

3. A: (     ) do you want to be? 

B: I want to be a teacher. 

 

 

 



4. A: (     ) these boys students? 

B: Yes, they are.  They are my friends. 

 

5. A: (     ) is she? 

B: She is Miki.  She is my sister. 

 

 

第６問 次の 1～5 までの会話について、（ ）に入れるのに最も適切なものをア～エの中から一つ選び、 

解答らんに書きなさい。 

 

1. A: Excuse me.  Where is the bus station? 

B: (     ) 

ｱ. See you later.   ｲ. It’s on the next corner. 

ｳ. I take the bus every morning. ｴ. The bus starts in ten minutes.  

  

2. A: Let’s go to see the movies this afternoon. 

B: Sorry, I can’t today.  But (     ) 

A: OK.  Let’s go then. 

 ｱ. I don’t like movies.   ｲ. I’m sure. 

 ｳ. I’m free tomorrow.   ｴ. I’m not a member. 

 

3. A: Can I use your dictionary, Mary? 

B: Sure.  (     ) 

 ｱ. I’m not using it now.   ｲ. I don’t have it. 

 ｳ. You can stay here.   ｴ. I have to buy a dictionary. 

 

4. A: I’m going to the bookstore.  (     ) 

B: Yes.  Let’s go. 

 ｱ. What time is it now?  ｲ. How do I get there? 

 ｳ. Are you sure?   ｴ. Do you want to come with me? 

 

5. A: I need a red pen.  (     ) 

B: Yes.  Here you are. 

 ｱ. What is it?    ｲ. Do you have one? 

 ｳ. Can you use it?   ｴ. Is it easy? 

 

 

 



第７問 次の質問の答えとなるように、（  1  ）～（  3  ）に英語の文章を書きなさい。語群から語句を 

 使ってもかまいません。ただし（  2  ）については、あたえられた書き出しに続けて英語の文章を 

 作りなさい。 

 

質問：  Do you like Kobe? 

 (     1     ) 

 Kobe is (     2     ) 

 (     3     ) 

 

 

語群：  Yes ／ No ／ beautiful 「美しい」 ／ international 「国際的な」  

fashionable 「おしゃれな」 ／ night view 「夜景」 ／ steep slope 「急な坂道」 

crowded 「人が多い」 ／ noisy 「さわがしい」 

 

 

 


