スクール２１

2018 テレ玉入試特別番組「埼玉県公立高校入試の傾向と対策」練習問題

◎次の日本文に合う英文になるように，
（

＜ 英 語 ＞

）に指定された語数の単語を入れなさい。

01 わたしは明日，新宿に買い物に行く予定です。[４語]

I’m (

) in Shinjuku tomorrow.

02 わたしは昨日，川に釣りに行きました。[３語]

I(

) the river yesterday.

03 彼女は私に傘を持ってくるよう頼んだ。[４語]

She (

) her an umbrella.

04 牛乳・卵・バターなどを買うのを忘れてはいけませんよ。[４語]

) milk, eggs, butter, and so on.

(

05 わたしは７時50分に東京駅に到着しました。[２語]

I(

) Tokyo Station at 7:50.

06 彼女は３か国語を話すことができます。[４語]

She (

) three languages.

07 わたしは北海道で生まれました。[３語]

I(

) Hokkaido.

08 わたしはその知らせに興奮しました。[３語]

I(

) the news.

09 その犬を怖がらないで。[４語]

) the dog.

(
10 彼女は動物にやさしい。[３語]

She (

) animals.

11 彼女は犬をとてもよく世話しています。[４語]

She (

) her dog.

12 わたしは物理学に興味があります。[３語]

(

) physics.

13 チーズは牛乳でできています。[３語]

Cheese (

) milk.

14 ここから駅までどのくらい距離がありますか。[４語]

(

) from here to the station?

15 わたしが家から駅まで歩くのに15分かかりました。[６語]

) walk from my house to the station.

(
16 彼女は彼にいっしょにそこへ行ってほしかった。[４語]

She (

) there with her.

17 もうじき夏休みが終わります。[２語]

The summer vacation will soon (

).

18 手紙を送ってくれてありがとう。[４語]

) me your letter.

(
19 彼女の夢がかないました。[２語]

Her dream (

).

20 わたしたちは最善を尽くしました。[３語]

We (

).

21 10億以上の人がインドに住んでいます。[２語]

(

) one billion people live in India.

22 私たちは今日学校へ行く必要がない。[３語]

We (

) go to school today.

23 富士山は日本で他のどの山よりも高い。[５語]

Mt. Fuji is (

) in Japan.

24 父は私にそこへ行かないように言った。[５語]

My father (

) there.

25 私はどうしたらいかわからなかった。[３語]

I didn’t know (

).

26 これまでに何回京都へ行ったことがありますか？ [８語]

) Kyoto?

(
27 私は彼がどこに住んでいるのか知っている。[３語]

I know (

).

28 どのくらい日本にいますか？ [５語]

(

) in Japan?

29 彼はとても背が高いので，天井に手がとどきます。[５語]

He is (

) touch the ceiling.

30 わたしはあまりにも疲れていて，それ以上歩けなかった。[３語]

I was (

) walk any more.

＜解答＞
01 going to go shopping
02 went fishing in
03 asked me to bring
04 Don’t forget to buy
05 arrived at [got to]
06 is able to speak
07 was born in
08 was excited at
09 Don’t be afraid of
10 is kind to
11 takes good care of
12 I’m interested in
13 is made from
14 How far is it
15 It took me fifteen minutes to
16 wanted him to go
17 be over
18 Thank you for sending
19 came true
20 did [tried] our best
21 More than
22 don’t have [need] to
23 higher than any other mountain
24 told me not to go
25 what to do
26 How many times have you ever been to
27 where he lives
28 How long have you been
29 so tall that he can
30 too tired to

