中級（7〜4級レベル出題形式）

【リスニング】
Ⅰ：放送を聞いて，次の４コマまんがのストーリーが正しい順序のものを①〜④から選び，記号で
答えなさい。放送は２度くりかえします。
A

① A-C-B-D

② A-C-D-B

B

③ A-D-B-C

C

D

④ A-D-C-B

[スクリプト]
A. Tom says, "Oh, no! Where is my book? It's not in my bag."
B. Taro gives back Tom's book. He says, "I'm sorry."
C. Tom gets an e-mail from Taro.
D. Tom goes to school next day.

【場面や状況に合った表現】
Ⅱ：次の場面の中で，日本語に合う英文を①〜③から選び、記号で答えなさい。
（1） I gave twelve red roses to my mother on her birthday. 母はとても喜んでいました。
① She was much pleased with them.
② She was much surprised with them.
③ She was much disappointed with them.
（2） I'm writing a paper in English. あなたの辞書を貸してくださいませんか。
① Can I borrow your dictionary？
② Can I loan your dictionary?
③ Can I lend your dictionary?

解答：Ⅰ.② Ⅱ.(1)① (2)①

【イラスト・図を用いた語の用法】
Ⅲ：次の英文の空欄に適切な語を下から選んで、正しい英文を完成させなさい。(1)については、
下の絵を参考にしなさい。
(1）There are two tall (ア
A (ウ

) in the distance with a deep (イ

) is running down through the fields to the (エ

you see three children building a (カ
① beach

② valley

③ sand

(2) We are in a music (ア

④ tower

① stage

⑤ mountains

③ concert

)

⑥ sea

⑦stream

). Now the (ウ

)

). They sit down on the chairs. The bright

) on the ceiling goes down. The (カ
② hall

). On the (オ

).

). It is filled with a large (イ

members are coming onto the (エ
(オ

) with (キ

) between them.

④ audience

) is starting. Let's listen.
⑤ orchestra

⑥ light

解答：Ⅲ.(1)ア⑤ イ② ウ⑦ エ⑥ オ① カ④ キ③ (2)ア② イ④ ウ⑤ エ① オ⑥ カ③

【英英辞典形式による語の定義】
Ⅳ：次の英語の内容に合う単語を①〜④から選び、記号で答えなさい。
（1）a very large area of the sea on the earth
① beach

② coast

③ lake

④ ocean

（2）a book to keep a record of daily events
① diary

② dictionary

③ document

④ text

【ことばと文化・語の成り立ち】
Ⅴ：外国語の単語が日本語に入って使われるようになると、その語を借入語（しゃくにゅう
ご、借り入れた語）と言います。英語から日本語に入った語のうち、もとの英語の意味
と日本語の意味が違う場合があります。
（1）次の①〜③の語を下の英文の空欄に入れ、英文を完成させなさい。
① a mansion

② an apartment

③ an apartment house

「私たちはマンションの2階に住んでいます。去年イギリスのある都市へ行ったとき、大
邸宅を見て驚きました。門から大きな家まで5分も歩かなくてはなりませんでした。」
We live in (ア

) on the second floor of (イ

England, I was surprised to see (ウ

). When I went to a city in

). I had to walk five minutes from the gate

to the big house.
（2）日本語では「彼女は有名なタレントだ」と言います。英語ではこの意味でtalentは使
いません。talent は「（天賦の）才能」の意味です。次の①〜③の語を下の英文の空
欄に入れ、英文を完成させなさい。
① talent

② a star

③ talented

「和子は音楽の才能がある。彼女は才能があると思っていて，舞台に立てるタレントに
なりたいと思っている。
」
Kazuko is (ア
to be (ウ

)in music. She thinks she has a natural (イ

) and wants

) on the stage.

解答：Ⅳ.(1)④ (2)① Ⅴ.(1)ア②イ③ウ① (2)ア③イ①ウ②

