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学年末　確認テスト解答	 １ＥＪＳ／１ＥＪ／1ＥＪＺ

【１】
解答

（１）	 engineer　　（２）　tourist　　（３）　airplane　　（４）　mall　　（５）　coast

（６）	 future

【２】
解答

（１）	 hall　　　（２）　vase　　　（３）　sheep

【３】
解答

（１）	 good	 （２）　well	 （３）　good	 （４）　so	 （５）　after

（６）	 but	 （７）　before	 （８）　because	 （９）　When （10）　nicest〔best〕
（11）	 isn’t	 （12）　∞’ll	 （13）　caught	 （14）　to	 （15）　heavier 

（16）　more	 （17）　for

【４】
解答

（１）	 when you are〔feel〕　　　（２）　∞f you don’t take a taxi

（３）	 When ∞ paint the wall（s）tomorrow

（４）	 After she cleans

【５】
解答

（１）	 have to　　（２）　for	 （３）　isn’t, old　　　（４）　larger〔bigger〕
（５）	 mustn’t	 （６）　Shall we　　（７）　more slowly

【６】
解答

（１）	 副詞　　　（２）　形容詞　　　（３）　他動詞　　　（４）　自動詞
（５）	 The yellow book under the table

【７】
解答

（１）	 Who is the fastest runner of the four（people）?〔Who runs（the）fastest of 

the four（people）?〕
（２）	 He never plays the piano.

（３）	 Must I see the doctor soon?

（４）	 ∞f it rains tomorrow, they will stay at home.

（５）	 Mike wrote John a letter.〔Mike wrote（a letter）to John.〕

【８】
解答

（１）	 He often tells us interesting stories

（２）	 Michiko learned French when she was a college student

（３）	 This problem is much more difficult than that one

（４）	 Mt. Fuji is the highest mountain in Japan

（５）	 Tom gave a notebook to her

【９】
解答

（１）	 That is a big dog.

（２）	 Can you lend 1,000 yen to me?

（３）	 Mr. Suzuki teaches the students English.

（４）	 She is going to invite us.

（５）	 Who did Helen meet at the bus stop?
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