
【１】	 放送される５つの単語を聴き取って，解答欄に書きなさい。各問につき２回ずつ放送されます。（各１点×５）

【２】	 次の日本文の内容に合うように，空所に適語を入れなさい。（各１点× 12）

（１）	 あなたは私のよい友人です。（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）good friend.

（２）	 あれはあなたの先生ではありません。That（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

（３）	「これらは英語の本ですか。」「いいえ，違います。」

 （　　　　　）（　　　　　）English books?  ― No,（　　　　　）（　　　　　）.

（４）	 彼は私たちの名前を知っています。He（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

（５）	 私はサッカーをしません。∞（　　　　　）（　　　　　）soccer.

（６）	 私たちはバス停で会います。（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）the bus stop.

（７）	 彼女は人形を作りません。She（　　　　　）（　　　　　）dolls.

（８） メアリーはあの店で働いていますか。（　　　　　）Mary（　　　　　）（　　　　　）that store?

（９）	 ボブとケイトは歌手ですか。（　　　　　）Bob and Kate（　　　　　）?

（10）	 彼女は私に手紙を書きます。She（　　　　　）a letter to（　　　　　）.

（11）	 これは彼らの家ですか。∞s（　　　　　）（　　　　　）house?

（12）	 私の父は今シンガポールにいます。My father（　　　　　）（　　　　　）Singapore now.

【３】	 次の日本文の内容を表すように，カッコ内の語句を並べ換えなさい。ただし，不要な語がそれぞれ１語含まれています。

� （各１点×４）

（１）	 これは誰の自転車ですか。（bicycle ／ a ／ is ／ whose ／ this）?

（２）	 あの生徒たちは彼に親切ですか。（him ／ are ／ students ／ kind ／ his ／ those ／ to）?

（３）	 サムは今日は宿題がたくさんあります。（has ／ Sam ／ of ／ homeworks ／ a ／ today ／ homework ／ lot）.

（４）	 あなたの町には図書館がありますか。（town ／ has ／ a ／ your	／ does ／ have ／ library）?

【４】	 次の英文をカッコ内の指示に従って書き換えなさい。（各１点×８）

（１）	 That	is	a knife.（下線部を複数にして全文を書き直す）

（２）	 Jim runs fast.（be動詞を使って同じ内容の文に）

（３）	 He watches TV after dinner.（下線部を問う疑問文に）

（４）	 She is a dentist.（下線部を問う疑問文に）

（５）	 No, he doesn’t.  He doesn’t use the computer.（この文が答えになる疑問文に）	

（６）	 ∞s Ann’s baby pretty?（下線部を複数にして全文を書き直す）

（７）	 Do you study English at school?（下線部を the girlにして全文を書き直す）

（８）	 We teach mathematics.（下線部をMr. Satoにして全文を書き直す）

【５】	 次の各組の英文がほぼ同じ内容を伝えるように，空所に適語を入れなさい。（各１点×４）

（１）	 Those aren’t our balls.	＝	Those balls（　　　　　）（　　　　　）.

（２）	 This bridge is long. ＝	This is（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

（３）	 Your dictionary is old.	＝	You（　　　　　）（　　　　　）old（　　　　　）.

（４）	 ∞s this your house or her house?	＝	∞s this house（　　　　　）or（　　　　　）?

【裏面に続く】
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１ＥＪＳ／１ＥＪ夏期講習　確認テスト　問題用紙
試験時間は 60 分。【８】・【９】は選択問題です。1EJS ／ 1EJ 受講生は【９】を解答しなさい。なお，受講講座と異な
る問題を解答した場合，選択問題の得点は無効とします。



【６】	 次の日本文を英語に直しなさい。ただし，指示があるものはそれに従うこと。（各２点× 21）

（１）	 この古いカメラは私のものです。

（２）	 私は毎日彼女とテニスをします。

（３）	「あなたたちは学生ですか。」「はい，そうです。」

（４）	「彼は牛乳を飲みますか。」「いいえ，飲みません。」

（５）	 彼は青い目をしている。（２通りで答えなさい）

（６）	 トム（Tom）は手にペンを１本持っています。

（７）	 マリ（Mari）は午前中に働くのですか，それとも午後に働くのですか。

（８）	 ロイ（Roy）は踊りがうまい。（①動詞に danceを用いて，②動詞に be動詞を用いて）

（９）	 あの子供たちは誰ですか。

（10）	 ①私は１匹のイヌを飼っています。②名前はサムです。③それは大きくて茶色（brown）です。

（11）	 あなたのお母さんはあなたの髪を切りますか。

（12）	 ①これは自転車です。②その自転車は白い。

（13）	 トムとサムは毎週水曜日にピアノを弾きます。

（14）	 ビル（Bill）はどこに住んでいますか。

（15）	 あれらのじゃがいもは誰のものですか。

（16）	 モスクワ（Moscow）ではたくさん雪が降ります。（haveを用いて）

【７】	 次の英文を読んで，後の設問に英文（単語のみの答えは不可）で答えなさい。（各１点×５）

　　My name is Tim.  ∞’m from	*Hong Kong.  ∞ live in New York.  My hobby is	*playing the guitar.  My brother Alex 

goes to music school.  He plays the piano very well.  On	*weekends we play music	together.  My father is a good 

singer.  On	*New Year’s Eve we have a party with many friends.  My mother cooks good Chinese food for us.	

　　*Hong Kong：「香港」　　*playing	～：「～を弾くこと」　　*weekend：「週末」　　*New Year’s Eve：「大晦日」

　　（１）　Where is Tim from?

　　（２）　What is Tim’s brother’s name?

　　（３）　Does Tim play the piano?

　　（４）　When do they have a party?

　　（５）　What does Tim’s mother cook on New Year’s Eve?

　※以下からは選択問題です。表面の注意書きを確認し，選択に誤りがないように解答しなさい。

【８】	 次の日本文を英語に直しなさい。（各２点× 10）

（１）	 私はその暗闇で何も見えない。

（２）	 教科書 20 ページを開けなさい。

（３）	 トオル（Toru），この公園で野球をしてはいけない。

（４）	 今夜はどうか外出しないでください。

（５）	「ここに座りましょう。」「いいえ，よしましょう。」

（６）	 その小鳥はまだ飛べません。

（７）	 ジェーン（Jane）は運転ができません。トモコ（Tomoko）も運転ができません。

（８）	 夜，ここではたくさんの星を見ることができます。

（９）	 病院まで私を連れて行ってください。

（10）	 騒がないようにしましょう。
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【９】	（各２点× 10）

A．次の英文を日本語に直しなさい。

（１）	 The little girl can’t read the alphabet.

（２）	 We can see fireflies near the river.

（３）	 You can’t speak Japanese in this class.

（４）	 Please be quiet.　∞ can’t hear the music.

B．次の日本文を英語に直しなさい。

（５）	 目を閉じてください。

（６）	「音楽を聴きましょう。」「はい，そうしましょう。」

（７）	 ぼく，フルートを少し吹けますよ。

（８）	 どこでその切符が買えますか。

（９）	 遅刻してはいけません。

（10）	 ケン，手を洗いなさい。
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