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1．次の英文を読んで質問に答えなさい。

Researchers say that neckties are only worn by men because they come ｛ ① ｝ military history.  In cultures around the 

world, such as China, Croatia, and Rome, statues, records, and histories show that soldiers with special （②） wore a scarf 

around their necks to show their high position in the military.

During the 17th century, the King of France 
ア

 see the scarves worn by the Croatian army and became interested ｛ ③ ｝  

them.  
イ

 He began to wear scarves too, and they became very popular in France.  French fashion designers began to come 

up with many different types of scarves to be worn around the neck.

The fancy neck scarves of France made their way to England in the late 17th century.  It became a popular accessory 

for rich ［④］ men.  Early in the 19th century, wearing a cloth tied around the neck became fashionable for men of all 

（⑤）, and the accessory began to be 
ウ

 call a “tie”.  Napoleon Bonaparte made a simple black tie very popular among the 

European military of the 1800s.

During the industrial revolution in the 1900s, people began to work many （⑥） of the day in factories. 〔fancy, they, 

simple, preferred, clothes, to, clothes〕 .  Still, men continued to wear ties, although their design became very simple.  

From then on, the style of ties became simple and clean, ［⑦］ the tie we know today.

問 1 本文中の、｛ ① ｝、｛ ③ ｝に入る適切な前置詞を答えなさい。

問 2  本文中の、（②）、（⑤）、（⑥）に入るものを下から選び記号で答えなさい。 

但し、それぞれ一度だけしか選べません。

ア）classes　　イ）schools　　ウ）hours　　エ）honors　　オ）women

問 3  本文中の、［④］、［⑦］に入るものを、各組の中からそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

④　ア　American　　イ　British　　ウ　Chinese　　　⑦　ア　like　　イ　other　　ウ　than

問 4 下線部ア、ウの動詞をそれぞれ適切な形にしなさい。

問 5   〔　　　　〕の中の語を、次の日本文の意味になるように並べ替えなさい。 

　但し、最初に来る語は大文字で書き始めなさい。

　「彼らはしゃれた服よりもシンプルな服を好みました。」

問 6 下線部イの He は何を指すか、本文中から抜き出して答えなさい。

問 7 次の単語は本文中のものです。指示された語を書きなさい。

①　culture（形容詞）　　②　high（反意語）　　③　popular（名詞）　　④　rich（反意語）　　⑤　early（比較級）

問 8 下のそれぞれの語で最も強く発音する音節は前から何番目か答えなさい。

①　mil-i-tar-y　　②　fash-ion-a-ble　　③　in-dus-tri-al　　④　al-though

問 9 二重線部 
　　　　

 を日本語に訳しなさい。

問 10 ネクタイの歴史について筆者が述べていないものを 2 つ選び記号で答えなさい。

ア　古代の兵士たちは、寒さから身を守るためにスカーフを用いた。

イ　17 世紀、クロアチアの軍隊はスカーフを身に付けていた。

ウ　17 世紀後半に、フランスのおしゃれなスカーフがイギリスに渡った。

エ　1800 年代、ナポレオンはヨーロッパの軍隊にシンプルな黒いタイを流行させた。

オ　1900 年代の産業革命の頃、色や柄のついたネクタイが普及した。
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2．次の各組の文の内容が同じになるように（　　　）に入る適切な語を答えなさい。

⑴　①　I told him that he should go to see his sister.

②　I told him （　ア　） （　イ　） to see his sister.

⑵　①　Let’s play tennis tomorrow, shall we?

②　（　ア　） about （　イ　） tennis tomorrow?

⑶　①　I’m two years younger than he is.

②　He is （　ア　） to me （　イ　） two years.

3．次の各組で左の語の下線部と同じ発音を含む語を選び、記号で答えなさい。

⑴　sail ：　ア　chance イ　cake ウ　bank エ　air

⑵　wear ：　ア　learn イ　near ウ　bear エ　hear

⑶　expect ：　ア　excuse イ　exhibit ウ　exact エ　exhaust

⑷　cold ：　ア　above イ　most ウ　prove エ　along

⑸　bath ：　ア　within イ　clothing ウ　healthy エ　neither

4．次の各説明文は下欄のどの語のものか、記号で答えなさい。

⑴　a place where sick or injured people are given medical or surgical care

⑵　a building where young people receive education

⑶　a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals

⑷　a person who is qualified to treat people who are ill

⑸　a country in Scandinavia, northern Europe, and is known for its generous system of welfare

ア　pharmacy イ　hospital ウ　professor エ　doctor オ　motorcycle

カ　school キ　teacher ク　Russia ケ　Sweden コ　bicycle

5．カタカナで記された語を正しい英語で書きなさい。

⑴　ビール　　⑵　タブレット　　⑶　シャツ　　⑷　キッチン　　⑸　イベント

6．次の単語は、すべて身体の一部を表すものです。日本語に直しなさい。

⑴　lip　　⑵　chin　　⑶　wrist　　⑷　cheek　　⑸　kidney
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7．次の文中の（　　　）内に入る適切な語を下の語群の中から選んで答えなさい。

　但し、それぞれ一度だけしか選べません。

⑴　A: How （　　　） is it from here to the station?　　B: It’s about a 10-minute walk.

⑵　A: Hello.  Is Mary there?　　B: Who’s calling, please?　　A: This is Tom（　　　）.

⑶　A: Are you ready to order?　　B: Sorry, we need a little （　　　） time.

⑷　A: Do you （　　　） my sitting next to you?　　B: No, not at all.

⑸　A: You don’t look （　　　）.  Are you OK?　　B: Not really.  I think I have a fever.

⑹　Hurry up, （　　　） you will catch the bus.

⑺　He is not only a great singer （　　　） also a very talented actor.

⑻　The heavy snow prevented me from （　　　） out. 

⑼　His father is looked up to （　　　） a leader by the people in the village.

⑽　It cost me 50,000 yen to （　　　） my car repaired.

　　more　/　less　/　well　/　bad　/　as　/　and　/　but　/　for　/

　　have　/　mind　/　let　/　long　/　far　/　speaking　/　going　/　or　




