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次の英文は、真司が自分の１日の生活の一部を表したものです。英文を読

んで、その内容を表していない絵を、下のアからエまでの中から１つ選びな

さい。

I eat breakfast at seven fifteen. I go to school at seven fifty. I study English at

nine o'clock.

ア イ ウ エ

7:50 9:00 7:15 7:40

｢Words&Sounds3 1日の生活」より（平成28年度 三省堂）

（イラスト提供 田中 斉）

次の英文は、ベン・ウィルソン（Ben Wilson）が自己紹介した内容を書き

取ったものです。ベン・ウィルソンの年齢を知るためには、この中のアから

エのどの英文を読めばよいですか。最も適切なものを１つ選びなさい。

※ everyone みなさん

Canada カナダ

live 住んでいる

sport(s)スポーツ

「Hello, Everyone. 3A『自己紹介』より（平成28年度 学校図書）

次の英文は、ミカ（Mika）とブラウン先生（Mr. Brown）との会話です。

これを読んで、（ ）内に入る英文として最も適切なものを下のアからエ

までの中から１つ選びなさい。

※ listen to～ ～を聞く

ア I have fifty CDs.

イ They have fifty CDs.

ウ I like fifty CDs.

エ They like fifty CDs.

１

１

英語 STEP1 問題

２

ア Hello, everyone.
ア I'm Ben Wilson.
ア I'm thirteen years old.
イ I'm from Canada.
ウ I live in Minami-machi.
エ I like music and sports.
ア Nice to meet you.

２

３

Mika: I like music. Do you like music, Mr. Brown?
Mr. Brown: Yes, I like music. I listen to CDs every day.
Mika: How many CDs do you have?
Mr. Brown: （ ）

Mika: Oh, you have many CDs!

３

6問中

著作権の関係上掲載できません。

著作権の関係上掲載できません。
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次の問題に答えましょう。

（１）次の【休み時間における校庭での会話】について、例を参考にしながら、

（ ）内の語に必要な語を加えて、会話が成り立つように英語を完成さ

せなさい。

【休み時間における校庭での会話】

Ａ：You play soccer well. ( practice ) every day?
Ｂ：Yes, I do. I like soccer very much.

（２）次の表の①から③は、サム（Sam）という男性の現在の情報を示していま

す。これらの情報を全て用いて、３文以上でサムを紹介する英文を書きなさ

い。

① 職業 teacher

② 好きなスポーツ tennis

③ 車の有（○）無（×） ×

４

５

（例）＜授業の始めに教室で＞

Ａ：Good morning. How are you?
Ｂ：( I ), thank you. And you?

〔答え〕I am fine など

４
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２

次の表は来週の天気予報です。天気予報の内容と合っている英文を、ア

からエまでの中から１つ選びなさい。

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

ア It will rain on Thursday and Friday.

イ It will be sunny on Monday, but it will rain on Tuesday.

ウ It will be cloudy on Sunday and Monday.

エ It will be sunny on Monday and Saturday.

次の英語は、あなたが見つけたイングリッシュ・カフェ（English Café)と

いう無料の英語プログラム（Free English Program）についてのホームページ

の一部です。参加者が事前に準備すべきことを知るためには、この中のアか

らエのどの部分を読めばよいですか。最も適切なものを選びなさい。

ア

イ

ウ

エ

date：日付 City Hall：市役所 chance：機会 traditional：伝統的な

e-mail：Eメール office：事務所

１

１

英語 STEP2 問題

２

English Café
Free English Program

Date: Sunday, June 3rd
Time: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Place: City Hall Restaurant

Come to English Café and ...

-You can enjoy speaking English with people from many countries.

-You can learn about their countries: the U.S., Australia, Canada, China,

India ....

-You will have a chance to tell them about Japanese traditional things in

English. Please think of something to talk about.

-We are going to have some food from other countries.

Of course, there will be Japanese food, too.

If you have any questions about the program:

You can send an e-mail to midori@××××.××,

call 0120-□□□-□□□, or visit our office at City Hall.
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４

３ 次の表の①から③は、Asamiという女子生徒の現在の情報を示しています。

これらの情報を全て用いて、３文以上で Asamiを紹介する英文を書きなさい。

①ペット two cats

②好きな教科 math

③将来の夢 teacher

あなたは、カナダの姉妹校の生徒に自分たちの町を紹介する英文の

メールを送ることになりました。メールの内容として、自分たちの町に

あるものやないものについて、15語以上の英語で書きなさい。

※ 短縮形（I'mやdon'tなど）は１語と数え、符号（ , や ? ）は語数
に含めません。

３

４
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