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１５秒で確認！高校受験英語（1）～（10） プリント 月　　　日

15 秒で確認！
高校受験英語

問題（1）
（　）内の英語を正しく並べ替えましょう。
A：I practiced baseball very hard.
B：Oh,did you?
A：I’ m so tired.
Could you give(drink/me/something/to)?
　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）?
B：Sure.

問題（2）
（　）の中に入る最も適当な 1 語を選びましょう。
We usually go to the （　　　　　　）to see many kinds of animals.
語群　station   factory   gym   zoo

問題（3）
（　）の中に最も適する英語 1 語を書きましょう。
Ichiro：In Japan we have four（  　　　　　　　　　 ）.
and I like spring.
Dave： I like winter.
because I can go skiing.

問題（4）
（　）の中に入る最も適する 1 語を書きましょう。
Paul：Please tell me（ 　　　　　　　　　　  ）to carry this table.
Nanami：To the room on the third floor.

問題（5）
（　）に入る最も適当なものを選びましょう。
（In a classroom）
A：My father will take me to the zoo this Saturday.
Would you like to come with us?
B： I’ d love to,but I can’ t.
I （   ）my homework.
□ア：have to do　イ：have done　ウ：have to play　エ：have played

問題（6）
（　）内の英語を正しく並べ替えましょう。
（ At a teachers’ room ）
A：What is your plan for the farewell party for Alex?
B：First,we’ ll sing a song for him.
After that ,we’ ll（some/to/give/him/presents）.
　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）.

問題（7）
（　）に当てはまるものを選びましょう。
A：Oh, I’ ve left my eraser at home.
B：（ 　  ）
A：But you need it,too.
B：Well, I always bring two.
□ア：I returned it yesterday.　イ：That’ s OK. I’ ll look for it.
　ウ：Don’ t worry. You can use mine.　エ：You should buy a new one today.

問題（8）
（　）に当てはまるものを選びましょう。
A：Are you going to go to the party tomorrow?
B：I want to go, but I can’ t.
A：（  　　 ）
B：I have to take care of my sister at home.
□ア：Are you busy?　イ：How much is it?　ウ：Where do you want to go?
　エ：Do you like taking pictures?

問題（9）
（　）の中の語を適当な形に変えましょう。
A：There（ 　　　　　　　  ）many trees around here 20 years ago.
B：Really? We can only see tall buildings now.

問題（10）
（　）の中の語を最も適当な形に変えましょう。
A：I hear that tomorrow will be the (hot) 　　　　　day of this month.
B：Wow! I don’ t like hot days.
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１５秒で確認！高校受験英語（11）～（20） プリント 月　　　日

15 秒で確認！
高校受験英語

問題（11）
（　）の中に最も適する英語を一語書きましょう。
A：Excuse me.
Could you tell me the way to the nearest station?
B：Sure.Go down this street and （ 　　　　　  ）right at the next corner.
You’ ll find it on your left.
A：Thank you.

問題（12）
（　）の中に最も適する英語を一語書きましょう。
Salesperson* ：Hello.May I help you?
John：Yes,I want to buy a T-shirt.
Salesperson：（　　　　　　   ）about this blue one?

問題（13）
（　）の中に最も適する英語を一語を選びましょう。
（   　　　　　　　）do you have for breakfast , rice or bread?
□1.When　2.Which　3.Why　4.How

問題（14）
（　）の中に最も適する英語を一語を選びましょう。
My grandfather lives in Osaka.
and I （ 　　　　　　　　　  ）him for two months.
□1.don’ t see　2.was seeing　3.was seen　4.haven’ t seen

問題（15）
（　）の中に最も適する英語を一語を書きましょう。
A：Tell me about your country Australia.
B：It’ s the sixth largest country in the world
　　 and（ 　　　　　　　  ）for koalas.

問題（16）
（　）の中に最も適する英語を一語を書きましょう。
Ms Kelly：Whose tennis racket is this?
Shoko： It’ s （  　　　　　　 ）.　My sister gave it to me.

問題（17）
（　）の中に最も適する英語を一語を選びましょう。
Ms.Kelly： It’ s a kind of book.
We use it when we need to know what a word means.
Shoko： It’ s  a （ 　　　　　　  ）.
ア . dictionary　イ . diary　ウ . magazine　エ . map

問題（18）
（　）内の語を適当な形に変えたり、不足している語を補ったりして
英文を完成させましょう。
I will study Chinese because it (speak)__________________by a lot of people today.

問題 (19)
（　）内の語を適当な形に変えたり、不足している語を補ったりして英文を
完成させましょう。
Summer is as (popular) __________________  fall in our class.

問題 (20)
（　）内に最も適当な一語を書きましょう。
Ms.Kelly：I study Japanese every Tuesday and Friday.
Takau：Oh, you study Japanese twice a  （ 　　　　　　  ）.
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１５秒で確認！高校受験英語（21）～プリント 月　　　日

15 秒で確認！
高校受験英語

問題（21）
（　）に入る最も適当な一語を選びましょう。
In Japan,winter is usually from （   ）to February.
ア . July
イ . April
ウ . December
エ . September

問題（22）
 （　）の中の単語を正しく並べ替えましょう。
A：I want to practice the guitar.
but I don’ t have one.
Ｂ：OK.You can use mine.
I’ ll （it/to/bring/you) tomorrow.

問題（23）
（　）の中の単語を正しい形に並べ替えましょう。
A：Wow! There are a lot of CDs in your room.
Arre they all yours?
Ｂ：Yes（to/makes/listening/music)me happy.

問題（24）
（　）の中を正しい形に並べ替えましょう。
Ms.Lee：Hello?
Satoko：Hello.This is Satoko.
May I speak to Kevin?
Ms.Lee：Sorry,he is out now.
Do (you/call/him/to/want)you back?
Satoko：Yes,please.
I’ m at home all day today.

問題（25）
（　）の中を正しい形に並べ替えましょう。
Ａ：Do you(get/she’ ll/when/know)to the station?
Ｂ：Yes.At 11:30.

問題（26）
（　）の中を正しい形に並べ替えましょう。
Ａ：Have you decided the name of your new dog?
Ｂ：Yes.
I (Shiro/ it/ afetr/ its/ named) color.

問題（27）
単語を並べ替えましょう。

（story/ what/ interesting/ an）！

問題（28）
単語を並べ替えましょう。
Hi,Kana.
(you/will/I/interesting/show)things.
Look at these toys.

問題 (29)
（　）の中の単語を並べ替えましょう。
A：Are you free now?
B：Yes.
A：Will you help (carry / to / me / this desk) our classroom?
B：Ok,but I think it is too heavy.


