
平成３１年 ２月１８日 

八女工業高校生になるみなさんへ 
―新入生入学前学習について― 

福岡県立八女工業高等学校：英語科 

４月から高校生になるみなさんへ英語科から課題を課したいと思います。 

 内容は、実用英語検定試験（英検）の３級の過去問（平成１４年度第１階筆記試験）から

抜粋しています。英検３級は「中学卒業段階の英語力の達成目標」（文部科学省）とされて

います。是非みなさんにも高校入学までにその力を身につけてほしいと思っています。問題

を解いてみて、分からないところは中学校の先生に尋ねてみてください。また、今回みなさ

んに課している課題はほんのすこしです。もっと問題を解いてほしいと思います。是非、書

店で問題集を購入して、学習を進めてください。３級では物足りないと思った人は、→準２

級→２級→準１級→１級といった具合にどんどん進んでいってください。 

みなさんの頑張りがみなさんをさらなる未来へと運んでくれます。 

問題 

１ 次の(1)と(2)の（ ）に入れるのに最も適切なものを１，２，３，４の中から一つ選び、 

その番号に○をつけなさい。 

(1) A: Do you like traveling, Ann? 

B: Yes, I do. I have traveled to five countries and have many wonderful  

(  ). 

1 memories      2 sounds        3 streets       4 forests 

(2) A: I want to watch TV now, Mom. 

     B: First (    ) all, you have to finish your homework.  Then you can watch  

TV. 

     1 of             2 to             3 for           4 in 

 

２ 次の(3)と(4)の会話について、（ ）に入れるのに最も適切なものを１，２，３，４の 

中から一つ選び、その番号に○をつけなさい。 

(3)   Man: Excuse me. Is City Hall on this street? 

    Woman: I don’t know. (    ) 

    1 I’m a stranger here.          2 I’m sorry to hear that. 

3 I’ll go there first.             4 I’ll tell you the way. 

 

(4) Customer: I like this shirt. (    ) 

     Salesclerk: Of course. Please use the fitting room in the back? 

     1 How much does it cost?      2 What size is it? 

3 When do you close?          4 Can I try it on? 

 

３ 次の(5)の日本語の意味を表すように①から⑥まで並べかえて（  ）の中に入れなさ 

い。そして、２番目と４番目にくるものの適切な組み合わせを１，２，３，４の中か 

ら一つ選び、その番号に○をつけなさい。 

  ※ただし、（ ）の中では、文のはじめにくる語も小文字になっています。 

 

 



(5) あなたのホテルは駅からどれくらい離れていますか。 

 （ ①your    ②how    ③hotel    ④far    ⑤is    ⑥from ） 

  （  ）（  ）（  ）（  ）（  ）（  ） the station? 

       ２番目     ４番目 

  1 ⑤―④     2 ②－⑤     3 ④－①     4 ⑤－③ 

 

４ 次のお知らせの内容に関して、(6)と(7)の質問に対する答えとして最も適切なもの、 

または文を完成するのに最も適切なものを１，２，３，４の中から一つ選び、その 

番号を選び○をつけなさい。 

 

Recycling Project 
Do you have old school uniforms that you don’t wear? 

Recycle them! Other students need them! 

 

The Eco Club will put a box by the cafeteria 

from May 27 to May 31. 

Please put your old uniforms in it. 

We will collect them and give them to other students. 

 

The uniforms should be clean. 

Please wash them before you bring them to school. 

 

You can also mail us your uniforms. 

Please send them by June 28. 

 

If you have any questions, talk to Ms. Thompson in the 

teacher’s room. 

 

(6) This notice says that the Eco Club will 

      1 have a meeting in the cafeteria. 

2 put boxes by the cafeteria for old textbooks. 

3 collect old uniforms from students. 

4 give new uniforms to its members. 

(7) What should students do before they recycle their uniforms? 

      1 Wash them. 

2 Buy a box from the Eco Club. 

3 Become a member of the Eco Club. 

4 Send an e-mail to Ms. Thompson. 

 

 

 


