


この問題集は50問あります。
解答は一番後ろにあります。

This workbook consist of 50 MCQ questions. 
Please refer to the answer attached at the last 

page of the workbook.



マンションの皆さんへ

来週の水曜日と金曜日の午前９時から午後４時まで、エレベーターを使

わないでください。階段を使ってください。

1.アパートの人は、来週の水曜日と金曜日には、外に出る時、どうします

か。

 a. 来週の水曜日の午前１０時には、階段を使います

 b. 来週の水曜日の午後２時には、エレベーターを使います

 c. 来週の金曜日の午前１０時には、エレベーターを使います

 d. 来週の金曜日の午後２時には、階段を使いません



昨日の朝９時におばあさんのうちに電話をしましたが、おばあさんはいま

せんでした。３時間後、もう一度かけました。でも、おばあさんはまだ帰っ

ていませんでした。わたしは１０時ごろ寝ました。

2. 答えはa・b・c・dから、一番いいものを一つ選んでください。

 a. わたしは昨日の朝、おばあさんと話した後寝ました

 b. わたしは昨日の夜、おばあさんに１回しか電話しませんでした 

 c. わたしは昨日の夜、おばあさんと２回電話で話しました

 d. わたしは昨日の朝、おばあさんと電話で話しませんでした



去年、わたしは家族と一緒にほっかいどうへ旅行に行きました。わたした

ちは、旅行の前に、ほっかいどうから来た日本人の友達にいろいろ（1）

_____。友達は、「ほっかいどうは東京よりずっと北だから、とても寒い

よ。（2）_____、冬の服をたくさん持っていったほうがいい」と言いました。

そのころ、東 京はもう３月だったので、気 温が１４度ぐらいでした。（3）

_____、わたしはおしいれのおくから、冬の服を出して、かばんにたくさん

入れて出かけることにしました。２はく３日の旅行ですが、一日中、ほっか

いどうの町をけんぶつしたり、雪で遊んだりするので、服はたくさんあった

ほうがいいと思ったのです。



3. (1) には何を入れますか。

 a. 見ました

 b. 聞きました

 c. 答えました

 d. 読みました

 

4. (2) には何を入れますか。

a. だから

b. それから

c. そして

d. でも

5. (3) には何を入れますか。

 a.それで

 b.そうすると

 c. ところが

 d. だけど



学生: すみません。この本を借りたいです。

図書館の人: この学校の学生ですか。

学生: はい。　　

図書館の人: では、始めににこの紙に名前と電話ばんごうを書いてくださ

い。

学生: はい。

図書館の人: 書きましたか。

学生: はい。 

図書館の人: これは辞書ですね。学校の中で使ってください。

学生: はい、わかりました。では、この４さつを貸してください。

図書館の人: ごめんなさい、学生は３さつまでです。　　

学生: そうですか。では、この１さつは借りません。

図書館の人: わかりました。では、こちらの本は１週間、雑誌は２週間で

返してください。今日は１０日ですから、(1）_____

学生: はい、わかりました。



6. (1) には何を入れますか。

 a. 本は１７日、雑誌は２４日です。

 b. 本は２４日、雑誌は３１日です。

 c. 本も雑誌も２４日です。

 d. 本も雑誌も１７日です。 

7. この学生は何さつ借りましたか。

 a. ３さつ　

 b. ４さつ 

 c. ５さつ

 d. ６さつ 

8. この学生は図書館で何をしましたか。

 a. 本に名前を書きました

 b. 紙に本の名前を書きました

 c. 絵本を借りました

 d. 本と雑誌を借りました



キム「佐々木さん、ちょっといいですか」 

佐々木「はい、何ですか」 

キム「月曜日に病院へ行きますから、学校へ行きません。月曜日の夜、

電話しますから、宿題を教えてください」　

佐々木「はい、いいですよ」

9. ただしいものはどれですか。　

 a. 佐々木さんは今日、宿題を教えます

 b. キムさんは明日、学校を休みます

 c. 佐々木さんは月曜日に病院へ行きます

 d. キムさんは佐々木さんに電話します



Ａ:「今日、新しいくつを買いました」

Ｂ:「あ、そのくつですか。かわいいくつですね。高かったですか」 

Ａ:「いいえ。先月買ったのは高くて重かったですが、このくつは軽くていい

です」

10. 今日買った、くつはどんなくつですか。

a. 軽くてかわいいくつです

b. 高くて重いくつです

c. 安いですが、重いくつです

d. きれいですが、高いくつです



わたしたちは毎週ピアノのれんしゅうをします。今朝のれんしゅうは１１時

１５分から１時間でした。森本さんと秋山さんは来ませんでした。田町さん

は３０分遅く来ました。

11. ただしいものはどれですか。

 a. れんしゅうを休んだ人は２人です

 b.  れんしゅうは９時２０分から１時までです

 c. 田町さんは３０分れんしゅうしました

 d. 森本さんは９時５０分にれんしゅうに来ました



金田: すみません、あそこにある雑誌を見たいです。（1）。

店の人: はい、わかりました。(2) 。

金田: あれです。あの『せかい』と書いてある雑誌です。

店の人: あれですか。

金田　: いいえ、緑じゃなくて青で『せかい』と書いてある雑誌です。

店の人: ああ、これですか。 

金田: はい、そうです。この雑誌はいくらですか。

店の人: ８００円です。

金田: ８００円ですか。わかりました。（3）

店の人: はい。ありがとうございます。



12. (1) には何を入れますか。

 a. とりますか

 b. とってくださいませんか

 c. とりましょうか

 d.とっていましたか

 

13. (2) には何を入れますか。

 a. どの雑誌ですか

 b. どれ雑誌ですか

 c. それは雑誌ですか

 d. あれは雑誌ではありませんか

14. (3) には何を入れますか

 a. はい、あれです

 b. はい、いいです

 c. はい、これにします

 d. はい、そうですか



新しいケーキ屋です！

私達は、毎日この店でケーキを焼きます。フルーツが入っているケーキも

あります。他に、抹茶ケーキもあります。

７月１０日の水曜日からです。

７月１６日まで抹茶ケーキを安く売ります。

皆さん、どうぞ来てください。

15. ただしいものはどれですか。

a. ケーキは毎晩、店で作ります

b. ７月１６日からいろいろなケーキを売ります

c. 毎週月曜日は、ケーキが安いです

d. フルーツが入っているケーキもあります



私のうちに白い猫と黒い犬がいます。どちらも、とてもかわいいです。い

つも外で遊んでいます。 

16. ただしいものはどれですか。

 a.猫も犬も黒いです

 b.猫は外で遊びますが、犬は遊びません

 c.猫も犬もかわいいです

 d.猫は白くないですが、犬は白いです



町田さんは写真を見るのが好きです。一人でゆっくりと好きな写真を見る

ために、去年の７月は休みにフランスへ行きました。でも、一人で飛行機

に乗るのは初めてで、少し心配でした。フランスは、日本と時間が違うの

で、最初は少し疲れました。食べ物も違ったので、飲み物をたくさん飲み

すぎて、お腹が痛くなってしまいました。でも、見たかった絵をゆっくり見

ることができたので、そんなことはすぐ忘れてしまいました。町田さんは、

旅行中に友達になった人に、今でも手紙を書いています。



17. 町田さんはどんなことが好きですか。

 a. 友達と写真館に行くこと

 b. 一人でゆっくり写真を見ること

 c. ７月の休みに旅行に行くこと

 d. 外国に行って友達に絵を描くこと

18. 町田さんは旅行に行く前にどんなことが心配でしたか。

 a. 初めて一人で飛行機に乗ること

 b. 食べ物がからくて水を飲みすぎること

 c. 旅行した国で疲れてしまうこと

 d. 水を飲みすぎてお腹が痛くなること



わたしの駅から会社まで、電車でも車でも行ける。電車は安いが、駅まで

は遠いし、長い時間待たなければならない。車は電車にくらべると高い

が、長い時間待たなくてもいい。最近は運動のため、天気のいい日だけ

は駅まで歩いて電車に乗ることにしている。

19. ただしいものはどれですか。

 a. この人はいつも電車に乗る

 b. この人はいつも車に乗る

 c. この人は雨の日は車に乗る

 d. この人は雨の日は電車に乗る



太田　　「あのう、すみません。昨日、タクシーに本を忘れました」

タクシー会社の人　　「どこから乗りましたか」

太田　　「さくら駅からです。１０時３０分にさくら駅で乗って、あおぞら駅で

降りました」

タクシー会社の人　　「そうですか。どんな本ですか」

太田　　「大きくて重い本です。色は青です」

タクシー会社の人　　「大きくて重い本ですね」

太田　　「はい」

タクシー会社の人　　「ちょっと待ってください…この本は小さいですね…

あ、ありました。え-、２さつあります。本の名前は何ですか」

太田　　「はい、桃太朗と書いてあります」

タクシー会社の人　　「桃太郎……。ああ、こちらですね」

太田　　「そうです。(1) ！ありがとうございました」



20.  (1) には何を入れますか。

 a. けっこうです 

 b. こちらこそ

 c. よかった 

 d. 残念ですね

21. 今日、太田さんはどうしてタクシー会社の人と話しましたか。

 a. タクシーに乗りたかったから 

 b. 本に名前を書いたから

 c. 本を忘れたから

 d. あおぞら駅に行きたかったから 

22. 太田さんの本は次のどれですか。

 a. 小さい本で、名前が書いてあります

 b. 青い本で、桃太郎と書いてあります

 c. 大きい本で、桃太郎と書いてありません

 d. 小さい本で、名前は書いてありません



キムさんの日記

今日、ももかさんと渋谷のデパートに行った。ももかさんと午後３時に駅

の南口で会う約束をしていたが、３時半になっても、ももかさんは来な

かった。

西口とまちがえたかもしれないと思って西口のほうへ行ってみたが、やは

りももかさんはいなかった。おかしいと思ってももかさんのケータイに電話

をしたら、ももかさんはまだ家にいて、４時の約束だと思っていたと言っ

た。ももかさんがすぐ準備をして来てくれたので、４時には会うことができ

た。

23. キムさんはどうしてももかさんと３時に会うことができなかったのです

か。

 a. キムさんが南口と西口をまちがえていたからです。

 b. キムさんが時間をまちがえていたからです。

 c. ももかさんが南口と西口をまちがえていたからです。

 d. ももかさんが３時と４時をまちがえていたからです。



あいみさんは２年前に、音楽を勉強しにオーストリアへ行きました。それ

までは会社につとめていました。１年前に日本に帰ってきました。それか

らずっとピアノを教えています。

24. あいみさんは今、何をしていますか。

 a. 日本で会社につとめています

 b.  外国で会社につとめています

 c. 日本でピアノを教えています

 d. オーストリアでピアノを教えています



金曜日と土曜日は忙しくないです。わたしはいつも９時ごろ起きます。そ

して、朝ごはんを食べます。それから、近くのジムでトレーニングをしま

す。夕方、歩いてスーパーへ行きます。野菜や魚、牛乳などを買います。

ときどき友達と一緒ににケーキを焼いたり、料理を作ります。そして、一

緒に宿題をします。

一週間はとても早いです。毎日、同じ生活です。しかし、この生活はとて

もいいです。

25. この人の生活とあわないものはどれですか。

a.  朝ごはんを食べたあと、ジムへ行きます

b.  近くのスーパーで魚や牛乳などを買います

c.  週末はひまではありません

d.  友達と一緒に料理を作ったり、宿題をしたりします



A :「この音楽はとてもいいですよ。一緒に聞きましょう。テープレコーダー

はありますか」 

Ｂ:「はい、そこにありますよ」 

Ａ:「これは（ 1 ）使いますか。教えてください」 

Ｂ:「始めに、上のボタンをおしてください」 

Ａ:「（ 2 ）」 

Ｂ:「いいえ、丸いボタンです」 

Ａ:「ああ、わかりました。（ 3）黒いボタンですか」 

Ｂ:「ええ、その後、ここにテープを入れてください」 

Ａ:「はい、入れました。これでいいですか」 

26. (1) には何を入れますか。

 a. でも 

 b. どのように

 c. どんな

 d. なにを



27. (2) には何を入れますか。

 a. これですか 

 b. どれですか 

 c. この四角いボタンです

 d. ええ、そうです

28. (3)  には何を入れますか。

 a. それと

 b.次から 

 c. 次は

 d. それから

29. ただしいものはどれですか。

 a. 丸いボタンをおしてから、テープを入れます

 b. 黒いボタンをおしてから、丸いボタンをおします

 c. テープを入れた後に、黒いボタンをおします

 d. 黒いボタンをおしてから、テープを入れます



ａ「すみません、学校はどこですか」 

ｂ「学校ですか。そこにはしがありますね。そのはしを渡ってまっすぐ行っ

てください。右にありますよ」 

ａ「そうですか。ここからどれぐらいかかりますか」

ｂ「そうですね。１０分ぐらいでしょう」

30. ただしいものはどれですか。

 a. 学校は道の右にあります

 b. 学校ははしの横にあります

 c. はしはここから１０分ぐらいかかります

 d. 学校ははしの下にあります



林「もしもし、リムさんですか。林です。月曜日に、一緒にとなり町の公園

へ行きませんか。わたしはよくさんぽをしますが、広くてきれいですよ」

リム　「いいですね。でも、公園へはどう行きますか。わたしは分かりませ

ん」 

林　「じゃあ、南駅で会いましょう」 

リム　「何時にしますか」

林　「１１時はどうですか」

リム　「（ 1 ）。１０時半はどうですか」 

林　「いいですよ。駅の前にきっさてんがあるから、その前で（ 2 ）」 

リム　「わかりました。お弁当をもって行きますか」

林　「公園の前にいいカフェがあるから、そこで一緒に食べませんか。駅

の前のきっさてんは高いですが、公園の前のカフェは安くておいしいです

よ」

リム　「いいですね。じゃ、そうしましょう」



31. リムさんと林さんは、初めてとなり町の公園へ行きますか。

a.  リムさんも林さんも初めてです。

b. 林さんは初めてですが、リムさんは前に行きました。

c. リムさんは初めてですが、林さんは前に行きました。

d. リムさんも林さんも前に行きました。

32. (1) には何を入れますか。

a. １１時がいいですね

b. １１時はちょっと早いです

c. １１時に行きましょう

d.１１時は遅いです

33. (2) には何を入れますか。

a. 待っていました

b. 待つでしょう 

c. 待っています

d. 待ちませんでした



34. 昼ごはんはどこで食べますか。

a. 駅の前のきっさてんで食べます

b. 公園の前のカフェで食べます

c. 駅の近くのレストランで食べます

d. 公園のとなりのレストランで食べます



日曜日に会社の人と山へ遊びに行きました。３時間歩いて山の上に着き

ました。昼ごはんを食べてから３０分休みました。ちょっと疲れましたが、

すごくたのしかったです。山で食べたごはんはとてもおいしかったです。

また行きたいです。

35. ただしいものはどれですか。

 a. 山の上まで２時間歩きました

 b. 昼ごはんを食べた後、３０分休みました

 c. ２時間休んで昼ごはんを食べました

 d. すごく疲れたから、もう山へ行きません



あいさんは５月に日本へ来ました。今、おおさかのアパートに一人で住ん

でいます。部屋は広いですが、駅から少し遠いから便利じゃありません。

もっと駅に近い部屋に住みたいです。でも、駅に近い部屋はとても高いで

す。 　　　　

36. ただしいものはどれですか。

 a. あいさんの部屋は駅からとても遠いですが、便利です

 b. あいさんの部屋は駅に近いですが、高いです

 c. あいさんの部屋は駅からすごく近いですが、広くありません 

 d. あいさんの部屋は駅から少し遠くて、便利ではありません



私は明日、家族と車で山へ行く。うちから山までだいたい３時間ぐらいか

かる。でも、明日は週末で、道がこむから、少し早く家を出たほうがいい

だろう。１１時までには山に着きたい。着いたら、すぐお弁当を食べるつも

りだ。

中山には美しい森があって、たくさんの人が遊びに来る。天気がよけれ

ば、池で船に乗ったり、泳いだりすることができる。魚もつれる。わたし

は、池で泳ぎたい。でも、天気があまりよくなかったら、泳ぐのはやめて、

山でめずらしい花や鳥を見ようと思う。池のそばに絵の美術館がある。

日本のだけでなく、世界中の絵がかざってあるらしい。時間があったら、

見てみたい。帰りに、いなかの家によって、家族と一緒に夕飯を食べるつ

もりだ。母の料理は久しぶりなので、とてもたのしみだ。



37. 明日この人はどうして早く出かけますか。

 a. 週末は車が多いから

 b. 美しい池があるから

 c. めずらしい花や鳥がいるから

 d. あまり天気がよくないから

38. この人は明日天気がよかったら、何をしますか。

 a. 花や鳥を見ます

 b. 池で泳ぎます

 c. 船に乗ります

 d. 魚をつります

39. この人は美術館に行きますか。

 a.  行かないつもりです

 b.  行きません

 c.  行くかもしれません

 d.  行きたくないです



昨日は友達の家へ行って、友達が作ったカレーを食べました。少し、

しょっぱかったです。でも、すごくおいしかったです。わたしも友達も、たく

さん食べました。来月、また食べたいです。 

40. ただしいものはどれですか。

 a. 料理はおいしくありませんでした

 b. 友達は料理がじょうずです

 c. わたしは料理を作りませんでした

 d. 友達はあまり食べませんでした



木村さんへ

先週はどうもありがとう。雨がたくさん降りましたから、木村さんに傘を借

りてよかったです。借りた傘はドアの右に置きます。それから昨日作った

お菓子も置きます。どうぞ食べてください。

５月１７日　午後４時　町田より

41. 木村さんは５月１７日に何をしましたか。

 a. お菓子を買いました

 b. お菓子を作りました

 c. 傘を返しました

 d. 傘を借りました



このビルの中では静かに魚を見てください。写真をとらないでください。た

ばこもこまります。たばこは外で吸ってください。魚を見ながら食べたり飲

んだりしないでください。 

42. あなたはこのビルの中で何をしますか。

 a. 絵を見ます

 b. たばこを吸います

 c. 魚を見ます

 d. 写真をとります



今朝、森本さんは８時に起きました。朝ごはんを食べる前に、シャワーを

あびました。朝ごはんを食べながら本を読みました。朝ごはんを食べた

後で、テレビをみ見ました。それから会社へ行きました。

43. ただしいものはどれですか。

 a. 朝ごはんの後でテレビを見ました

 b. 朝ごはんを食べながらテレビを見ました

 c. テレビを見る前に朝ごはんを食べませんでした

 d. シャワーをあびる前に朝ごはんを食べました



ホンさんへ

今日は先に帰ります。ホンさんに借りたノートは明後日、学校に持ってき

ます。それから私の本は、まだ使いませんから、どうぞゆっくり読んでくだ

さい。

ももかより

44. ももかさんは明後日、何をすると書いてありますか。

 a. 学校で本を読みます

 b. ホンさんのノートを借ります

 c. ホンさんのノートを返します

 d. 本とノートを使います



かぜですね。薬を出しますから、今日から2日間飲んでください。朝、昼、

晩のごはんの後１つと、寝る前に２つ飲んでください。

45. ただしいものはどれですか。

 a. 薬は２日飲みます。１日３回ごはんの後に飲みます

 b. 薬は３日飲みます。１日４回ごはんの後に飲みます

 c. .薬は１日４回、ごはんの前と夜、寝る前に飲みます

 d. .薬は１日４回、ごはんの後と夜、寝る前に飲みます



家から学校まで

家の前の道をまっすぐ行ってはしを渡ります。そこから１５分歩きます。左

に公園があります。学校は公園のとなりです。家から学校まで２０分ぐら

いです。

46. ただしいものはどれですか。

 a. 学校は家から歩いて１０分です

 b. 学校ははしから歩いて１５分です

 c. 学校は家のとなりの建物です

 d. .学校は公園の左の建物です



あいこさん、(1) 。お元気ですか。この前、図書館で会ってから (2) 会って

いませんね。

(3) １０月３０日の土曜日は、わたしの誕生日なんです。みんなに会いた

いので、誕生パーティーを開くことにしました。わたしの家はアパートだ

し、せまいので、近くのお店をよやくしました。しょうたいした人は、ももさ

んやえみかさんなど、あいこさんが知っている人ばかりです。かいひを千

８百円いただきますから、プレゼントなどのご心配はいりません。場所は

地図を入れておいたので、来てください。

つごうが悪いばあいは、おてすうですが、１週間前までにわたしのところ

に連絡をお願いします。それでは、ぜひ来てください。待っています。

美智香より



47. (1) には何を入れますか。

a.  ようこそ

b. ごめんください

c. .おひさしぶりです

d. しつれいしました

48. (2) には何を入れますか。

a. まったく

b. ほとんど

c. よく

d. たくさん

49. (3) には何を入れますか。

a. じつは

b.ところで

c. ちなみに

d. そこで



先生「机の上にカバンを置かないでください」 

学生　「あ、すみません。机の中に入れますか」

先生　「いいえ、カバンは机のとなりに置いてください。机の上にはえんぴ

つだけを置いてください。では、テストをします」

50.『しつもん』 テストのときカバンはどこに置きますか。

 a. 机の中です

 b. 机のとなりです

 c. 机の下です

 d. えんぴつの下です



ホン 「もしもし、小山さんですか。ホンです」 

小山 「イギリスのホンさん？お元気ですか」 

ホン 「はい、元気です。小山さん、お誕生日、おめでとうございます」

小山 「ああ、ホンさん、わたしの誕生日をまだおぼえていましたか。あり

がとうございます」 

ホン 「もちろんです。でも、今年は一緒に誕生日パーティーができません

でしたね。もうパーティーをしましたか」

小山 「ええ。先週、会社の友達とケーキを食べたり、カラオケをしたりして

たのしかったですよ。明日は、家族とレストランへ行きます」 

ホン 「（1）」

小山 「3月から仕事でイギリスへ行きますから、ホンさんにも一度会いた

いですね」 

ホン 「ほんとうですか。(2) そのときは電話をください」



51. (1) は何を入れますか。

 a. そうでしたね 

 b. そうですか 

 c. そうしました 

 d. そうでしたか

52. (2) には何を入れますか。

 a. じゃあ 

 b. たぶん 

 c. だから 

 d. そのあと 

53. ホンさんはどうして小山に電話をしましたか。

 a. 小山さんに会いたいから電話しました

 b. 小山さんがイギリスに行くから電話しました

 c. 小山さんの誕生日だから電話しました

 d. 小山さんがカラオケに行くから電話しました



54. ただしいものはどれですか。

 a. 小山さんは昨日、会社の友達とパーティーをしました

 b. 小山さんは先週、会社の友達とケーキを食べました

 c. 小山さんは明日誕生日だから、友達とレストランへ行きます

 d. 小山さんは昨日誕生日だったから、家族とパーティーをしました



次の文章を読んで質問に答えてください。

答えはa・b・c・dから、一番いいものを一つ選んでください。

Ａ:「猫は、どこへ行きましたか」

Ｂ:　「猫…。あ、いすの上で寝ていますよ」

Ａ:　「ほんとだ。すこし前は机の下で寝ていましたが…」

55. 猫は、今どこにいますか。 

a. 机の下

b. 机の上

c.  いすの下

d. いすの上



次の文章を読んで質問に答えてください。

答えはa・b・c・dから、一番いいものを一つ選んでください。

Ａ：「このくつはいくらですか」

Ｂ：「５０００円です」

Ａ：「そのとなりの青いくつは」

Ｂ：「６０００円ですが、今日から３００円安くなっています」

56. 青いくつはいくらですか？

a. ６０００円

b. ５０００円

c. ５７００円

d. ６３００円



次の文章を読んで質問に答えてください。

答えはa・b・c・dから、一番いいものを一つ選んでください。

日本語のしけんをしました。Ａ（１００点～７５点）は５人で、Ｂ（７４点～６５

点）は２０人で、Ｃ（６４点～５５点）は１５人、Ｄ（５４点～０点）は３人でし

た。

57. 一番多い点数は、何点ですか。

a. A（１００点～７５点）

b. B（７４点～６５点）

c. C（６４点～５５点）

d. D（５４点～０点）



次の文章を読んで質問に答えてください。

答えはa・b・c・dから、一番いいものを一つ選んでください。

この道をまっすぐ行って、左にまがって、少し歩いて、そして右にまがる

と、川の左がわにコンビニがあります。

58. コンビニはどこですか。

a. 川の左

b. 川の右

c. 道の左

d. 道の右



次の文章を読んで質問に答えてください。

答えはa・b・c・dから、一番いいものを一つ選んでください。

Ａ:「この女の人は、あなたのお姉さんですか」

Ｂ:「ええ、私の姉です」

Ａ:「お姉さんのとなりはお父さんですか」

Ｂ:「いいえ、おじいさんですよ。父は姉の前です」

59. お父さんはどこですか？

 a. お姉さんの前

 b. おじいさんの横

 c. お父さんのとなり

 d. お姉さんの後ろ



わたしは会社につとめています。会社の休みは、週末だけですから (１) 

は、することがたくさんあります。そうじやせんたくや買い物です。そうじと

せんたくは、すぐに終わります。(２) 、買い物は、時間がかかります。たい

てい朝の１０時ごろから１時半ごろまでかかります。買うものがたくさんあ

る (３) です。始めに、近くのスーパーに行って、野菜や果物など、重いも

のを買います。それから一度家に帰って、次に軽いものを買いに「イチ

ヤ」という店に行きます。「イチヤ」は、 (４) けれども安いのです。 

60. (１) には、何を入れますか。

 a. 昨日と今日

 b. 朝

 c. 会社

 d. 土曜日と日曜日



61. (２) には、何を入れますか。

 a. しかし

 b. このあと

 c. ちょうど

 d. それで

62. (３) には、何を入れますか。

 a. まで

 b. だけど

 c. から

 d. .そして

63. (４) には、何を入れますか。

 a. 遠くの

 b. 近いが

 c. 遠い

 d. 近く



妹は昨日、本を買って、夜２時間ぐらい読みました。３００ページの本です

が、まだ１００ページぐらいあります。

64. この人は、何ページ読みましたか。

 a. ７０ページぐらい

 b. １７０ページぐらい

 c. ２００ページぐらい

 d. ２５０ページぐらい



先週、ケーキを５こ買った。ご飯の後、お父さんと2人で２こずつ食べた。

とてもおいしかった。

65. ケーキは、今何こありますか。

 a. １こ

 b. ３こ

 c. ５こ

 d. ２こ



今週から、新しいアパートに入りました。わたしの部屋は６かいです。とな

りには、今だれも住んでいません。５かいには、おじいさんと学生が１人

住んでいます。３かいにもだれかいますが、まだどんな人か知りません。

66. この人のアパートの５かいには、だれが住んでいますか。

a. おじさん

b. おじいさん

c. 知らない人

d. おじいさんと学生



 「明日、うちでこの本を２回読んでください。とてもむずかしいですが、と

ても (１) ですから、がんばってください。知らない (２) がありますが、始

めは辞書をひかないで全部 (３) ください。次に辞書をひきながらもう (４) 

読んでください。いいですか。明日、読むのですよ」

67. (1) には何を入れますか。

 

 a. かんたん

 b. つまらない

 c. おもしろい

 d. むずかしい



68. (2) には何を入れますか。 

 a. 本

 b. 辞書

 c. 字

 d. もの

69. (3) には何を入れますか。

 a. 話して

 b. 書いて

 c. 読んで

 d. 聞いて

70. (4) には何を入れますか。

 a. いっさつ

 b. 一度

 c. いつも

 d. ３回



サングラスとは,ふつう夏の天気のいい日にかけるめがねだ。でもわたし

は冬によく使う。日本では冬に冷たい、つよい風がふくからだ。

71. この人がサングラスをかけるのはどうしてですか。

 a. 風が冷たい、そしてつよいからです

 b. 夏だからです

 c. 暑いからです

 d. 寒いからです



今週の土曜日のパーティーに出る人は、前日にリンさんに８００円払って

ください。お金を払ってパーティーに来なかった人には、次の日にリンさ

んが半分返します。

72. 町田さんはお金を払いましたが、パーティーに行きませんでした。

リンさんは町田さんにいつ、いくら返しますか。

 a. 日曜日に４００円返します

 b. 土曜日に２００円返します

 c. 日曜日に８００円返します

 d. 土曜日に４００円返します



月曜日に友達と (1) で映画に行きました。映画は２時間ぐらいで終わりま

した。昼ごはんの時間に(2) ので、カフェに入ってごはんを食べました。

(3) デパートで買い物をしました。くつと服を買いました。たくさん歩いたの

で少し疲れたけれど、(4) 一日でした。

73. (1) には何を入れますか。

a. ににん

b. ふたり

c. ににち

d. ふたつ



74. (2) には何を入れますか。

a. なる

b. 食べた

c. なった

d. した

75. (3) には何を入れますか。 

a. そのとき

b. その後

c. そのうち

d. それで

76. (4) には何を入れますか。

a. よかった

b. つまらない

c. たのしい

d. やさしい



昨日、友達と買い物に行きました。前に聞いた音楽のCDがほしかったか

らです。

買ったCDは土曜日に家族のみんなと一緒に見ます。

77.『わたし』は昨日、何をしましたか。

a. 友達と映画を見ました

b. 家族と買い物に行きました

c. 友達と音楽を聞きました

d. 友達と買い物をしました



お姉さんとわたしの部屋には、机が２つと、ベットが２つと本だなが１つ、

本と雑誌がたくさんあります。本と雑誌がとてもたくさんあるので、新しい

大きな本だなが欲しいです。

78.『わたし』が今、欲しいものは何ですか？

a.  新しいベット

b.  たくさんの本

c.  大きな机

d.  大きな本だな



あいこさんの机の上に、町田先生の手紙と本があります。

あいこさんへ：

明日使う本を横井先生に借りました。

３ページを３０枚コピーしてください。

その後で、ももさんに渡してください。

本はわたしが来週返しますから、教室の机の上に置いてください。

町田

79. あいこさんはコピーした後で、本をどうしますか。

a. ももさんに渡します

b. 教室の机の上に置きます

c. 横井先生に返します

d. 月曜日のクラスで使えます



先週はおそくまで仕事をしました。毎日とても疲れました。仕事の後は、

バスで帰りました。家の近くのバス停でバスを降りました。雨が降ってい

ましたが、傘がありませんでした。とてもこまりました。バスの運転手さん

が私に、「ここにある傘を使ってください」と言いました。バスには小さな傘

が２本ありました。私は「いいんですか」と聞きました。運転手さんは「これ

は『みんなの傘』です。お金はいらないです。傘は明日バスに返してくださ

い」と言いました。私は「わかりました。ありがとうございます」 と言って、

傘を借りて家に帰りました。



80.『わたし』はどうしてこまりましたか？

a. よ道がとても暗かったから
b. 仕事で疲れたから
c. 仕事が終わらなかったから
d. 傘がなかったから

81. 明日傘をどうしますか。

a. バス停に返します
b. バスに返します
c. お金を払います
d. 運転手さんに返します



今週、スーパーでは火曜日と金曜日にセールがあります。火曜日は野菜

と果物、金曜日は魚と野菜が安いです。土曜日は、いつも野菜と果物と

牛乳が安いです。

82. スーパで野菜と果物と同じ日に買いたいです。いつが安いですか。

a. 火曜日と金曜日

b. 金曜日と土曜日

c. 火曜日と土曜日

d. 土曜日
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