月

日

システム英単語確認テスト
年
1. 次の各文の［
(1) [w

(2) the Cold War [p

] the error

(7) have little [k

2. [

].

記憶力が低下し始めた

まちがいを悟る
] of English

] with France
] use of drugs

(10) the [e

早く帰るための言い訳をする

永久歯

(5) My memory began to [d

(9) [w

冷戦時代

] to leave early

] teeth

(8) US [t

氏名

お金のことを心配する
]

(3) make an [e

(6) [r

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）

] about money

(4) [p

組

英語の知識がほとんどない

アメリカとフランスの貿易
広まっているドラッグの使用

] population of Japan

日本の推定人口

]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) a [
①please
(2) [
①spare

] experience 楽しい経験
②pleasure ③pleasant ④pleased
] for the stolen car 盗難車を捜す
②search ③struggle ④save

(3) [
] the word correctly 正確にその語を発音する
①announce ②denounce ③renounce ④pronounce
(4) [
①grasp

] people with a smile 笑顔で人にあいさつする
②glow ③glance ④greet

(5) [
] to the ground 地面に降りる
①deliver ②degrade ③decline ④descend

3. 次の各文の［

］内の語（句）の意味を答えなさい。

(1) [guarantee] your success
(2) The Soviet Union [collapsed].
(3) [shift] gears
(4) an [obvious] mistake
(5) the [technique] of film-making

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) [w

］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）

] about money

お金のことを心配する
18. worry

(2) the Cold War [p

]

冷戦時代
330. period

(3) make an [e

] to leave early

早く帰るための言い訳をする
260. excuse

(4) [p

] teeth

永久歯
572. permanent

(5) My memory began to [d

].

記憶力が低下し始めた
85. decline

(6) [r

] the error

まちがいを悟る
15. realize

(7) have little [k

] of English

英語の知識がほとんどない
327. knowledge

(8) US [t

] with France

アメリカとフランスの貿易
258. trade

(9) [w

] use of drugs 広まっているドラッグの使用
570. widespread

(10) the [e

] population of Japan

日本の推定人口
82. estimated

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) a [
①please

] experience 楽しい経験
②pleasure ③pleasant ④pleased
483. ③

(2) [
①spare

] for the stolen car 盗難車を捜す
②search ③struggle ④save
56. ②

(3) [
] the word correctly 正確にその語を発音する
①announce ②denounce ③renounce ④pronounce
680. ④
(4) [
①grasp

] people with a smile 笑顔で人にあいさつする
②glow ③glance ④greet
722. ④

(5) [
] to the ground 地面に降りる
①deliver ②degrade ③decline ④descend
678. ④

3. 次の各文の［

］内の語（句）の意味を答えなさい。

(1) [guarantee] your success
719. を保証する
(2) The Soviet Union [collapsed].
648. 崩壊した
(3) [shift] gears
163. を変える
(4) an [obvious] mistake
473. 明白な
(5) the [technique] of film-making
405. 技術

