月

日

システム英単語確認テスト
年
1. 次の各文の［

] to be punished

(2) [o

] the fear of death

(3) [a

] Greece and Rome

氏名

罰を受けて当然だ
死の恐怖に打ち勝つ
古代のギリシャとローマ

] to start. 出発の用意ができている

(5) discover [t

]

財宝を発見する

(6) [p

] to be asleep

(7) [b

] fresh air

(8) an [e
(9) a [p

] character

眠っているふりをする

新鮮な空気を呼吸する

] restaurant

(10) sign a [c

2. [

番

］に最もよく当てはまる語を答えなさい。
（与えられた文字ではじまるもの）

(1) [d

(4) I am [r

組

高価なレストラン
特有の性質

] with Google グーグルとの契約にサインする

]にあてはまる適切な単語を選択肢の中から一つ選びなさい。

(1) an international [
] 国際的な組織
①organism ②organization ③origin ④organ
(2) have little [
] of English 英語の知識がほとんどない
①idea ②knowledge ③information ④notion
(3) [
] use of drugs 広まっているドラッグの使用
①sufficient ②united ③widespread ④mass
(4) [
] help to the poor 貧しい人に援助を申し出る
①obtain ②offer ③occupy ④oppose
(5) produce new [
] 新しい物質を作る
①fortunes ②organs ③materials ④subjects

3. 次の各文の［

］内の語（句）の意味を答えなさい。

(1) a [conflict] [between] two countries
(2) [weigh] 65 kilograms
(3) [disturb] his sleep
(4) [destroy] forests
(5) unique [aspect]s [of] Japanese culture

点

月

日

システム英単語確認テスト 解答例
年 組
1. 次の各文の［

］に最もよく当てはまる語を答えなさい。
（与えられた文字ではじまるもの）

(1) [d

] to be punished

罰を受けて当然だ

(2) [o

] the fear of death

(3) [a

] Greece and Rome

710. deserve
死の恐怖に打ち勝つ
222. overcome
古代のギリシャとローマ
535. ancient
(4) I am [r

] to start. 出発の用意ができている
465. ready

(5) discover [t

]

財宝を発見する
777. treasure

(6) [p

] to be asleep

(7) [b

] fresh air

眠っているふりをする
708. pretend

新鮮な空気を呼吸する
220. breathe

(8) an [e

] restaurant

高価なレストラン
532. expensive

(9) a [p

] character

特有の性質
462. particular

(10) sign a [c

] with Google

グーグルとの契約にサインする
775. contract

2. [

]にあてはまる適切な単語を選択肢の中から一つ選びなさい。

(1) an international [
] 国際的な組織
①organism ②organization ③origin ④organ
371. ②
(2) have little [
] of English 英語の知識がほとんどない
①idea ②knowledge ③information ④notion
327. ②
(3) [
] use of drugs 広まっているドラッグの使用
①sufficient ②united ③widespread ④mass
570. ③
(4) [
] help to the poor 貧しい人に援助を申し出る
①obtain ②offer ③occupy ④oppose
14. ②
(5) produce new [
] 新しい物質を作る
①fortunes ②organs ③materials ④subjects
255. ③

3. 次の各文の［

］内の語（句）の意味を答えなさい。

(1) a [conflict] [between] two countries
297. 対立
(2) [weigh] 65 kilograms
610. の重さがある
(3) [disturb] his sleep
122. をさまたげる
(4) [destroy] forests
53. を破壊する
(5) unique [aspect]s [of] Japanese culture
364. 側面

