月

日

システム英単語確認テスト
年
1. 次の各文の［
(1) [e

組

本当の気持ちを表現する

(2) a man of high [r

]

(3) say [s

ばかなことを言う

] things

(4) history and [t

]

高い地位の人

歴史と伝統

] a new car model

(6) public [f
(7) [m

]

新型車を生産する

公共施設

] aid to Israel

イスラエルへの軍事的援助

(8) buying and selling [g

]

(9) [e

彼がなぜ遅れたかを説明する

] why he was late

(10) make an [a

2. [

氏名

］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）

] my true feelings

(5) [p

番

商品の売り買い

] with the doctor

医者に予約する

]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) have [
①trouble
(2) [
①peep

] finding a job 仕事を見つけるのに苦労する
②troublesome ③hardness ④hardware

] the floor 床を掃く
②leap ③sweep ④beep

(3) [
] money for the family 家族のためにお金をかせぐ
①consume ②extinguish ③spend ④earn
(4) finally [
] the goal ついに目標を達成する
①apply ②alter ③annoy ④achieve
(5) [
] ourselves against attack 攻撃から自分たちを守る
①debate ②degrade ③defend ④descend

3. 次の各文の［

］内の語（句）の意味を答えなさい。

(1) see life [from] a new [perspective]
(2) He's kind; [moreover], he's strong.
(3) the [origin] of language
(4) [ignore] the doctor's advice
(5) [at] the [dawn] of the 21st century

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［
(1) [e

］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）

] my true feelings

本当の気持ちを表現する
182. express

(2) a man of high [r

]

高い地位の人

(3) say [s

ばかなことを言う

781. rank
] things

581. stupid
(4) history and [t

]

歴史と伝統
380. tradition

(5) [p

] a new car model

新型車を生産する
179. produce

(6) public [f

]

公共施設
779. facilities

(7) [m

] aid to Israel

イスラエルへの軍事的援助
578. military

(8) buying and selling [g

]

商品の売り買い

(9) [e

彼がなぜ遅れたかを説明する

377. goods
] why he was late

177. explain
(10) make an [a

] with the doctor

医者に予約する
776. appointment

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) have [
①trouble

] finding a job 仕事を見つけるのに苦労する
②troublesome ③hardness ④hardware
244. ①

(2) [
①peep

] the floor 床を掃く
②leap ③sweep ④beep
771. ③

(3) [
] money for the family 家族のためにお金をかせぐ
①consume ②extinguish ③spend ④earn
84. ④
(4) finally [
] the goal ついに目標を達成する
①apply ②alter ③annoy ④achieve
197. ④
(5) [
] ourselves against attack 攻撃から自分たちを守る
①debate ②degrade ③defend ④descend
724. ③

3. 次の各文の［

］内の語（句）の意味を答えなさい。

(1) see life [from] a new [perspective]
793. 見方
(2) He's kind; [moreover], he's strong.
592. その上
(3) the [origin] of language
393. 起源
(4) [ignore] the doctor's advice
192. を無視する
(5) [at] the [dawn] of the 21st century
791. 夜明け

