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熊本県立湧心館高等学校 第４回朝自習課題テスト ［H19.6.20］

在籍番号( ) 氏名( ) 得点( )
µ ´
　
1 次の下線の読みをひらがなで記せ．(1点× 9)

(1) 「飽食の時代」とも言われる．

(2) 理不尽な要求をこばむ．

(3) 企画を練り上げる．

(4) 任務を遂行する．

(5) 高地では空気が希薄である．

(6) 音が漏れないようにする．

(7) 一人で喜びに浸る．

(8) 失敗を悔やむ．

(9) 捨てられているネコを哀れむ．

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

2 次の下線のカタカナを漢字に直せ．(1点× 9)

(1) ケイソツな発言を反省する．

(2) この会はキリツを重んじる．

(3) 国からニンカを受ける．

(4) サイフを握りしめる．

(5) 事件がメイキュウ入りになる．

(6) 人間のソンゲンを大切にする．

(7) キジョウの空論は避けよう．

(8) 事前にメンミツな計画を練る．

(9) 今は黙っているのがトクサクだ．

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

3 熟語の構成のしかたには次のようなものがある．

ア 同じような意味の漢字を重ねたもの (岩石)
イ 反対または対応の意味を表す字を重ねたもの (高低)
ウ 上の字が下の字を修飾しているもの (洋画)
エ 下の字が上の字の目的語・補語になっているもの (着席)
オ 主語と述語の関係にあるもの (地震)
カ 上の字が下の字の意味を打ち消しているもの (不足)

次の熟語はア～カのどれにあたるか，記号で答えよ．(1点× 5)

(1) 諾否 (2) 屈伸 (3) 遭難 (4) 選択 (5) 無謀

(1) (2) (3) (4) (5)

4 次の各組が対義語・類義語となるように，　 内に入る適切な語

を，後の 　 の中から選んで漢字に直し，その漢字一字を記せ．
(1点× 10)

対義語 類義語

(1) 削除 － 　 補 (6) 平穏 － 無 　

(2) 促進 － 抑 　 (7) 結末 － 終 　

(3) 優雅 － 粗 　 (8) 前途 － 　 来

(4) 専任 － 兼 　 (9) 審議 － 検 　

(5) 穏健 － 過 　 (10) 果敢 － 　 猛

げき・じ・しょう・せい・ぞう・
とう・まく・む・や・ゆう

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

5 次の式を因数分解せよ．(3点× 7)

(1) 3x2y − 6xy2

(2) x(a− b) + y(a− b)

(3) 49x2 − 28xy + 4y2

(4) 4x2 − 9y2

(5) x2 − 8x + 12

(6) 2x2 − 7x + 3

(7) 27a3 + 8b3

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)



6 次の式を因数分解せよ．(3点× 4)

(1) x4 − y4

(2) (x− 4y)2 − 25

(3) (x + 1)(x + 2)(x + 4)(x + 5)− 4

(4) a2 − b2 − c2 + 2bc

(1)

(2)

(3)

(4)

7 次の各文の (　　)内の動詞を適当な形に直しなさい．中には変
化しないものもある．(1点× 6)

(1) Is your mother out? — No, she (clean) the living room.

(2) He sometimes (drink) wine before dinner.

(3) She (listen) to music at that time.

(4) The wind (blow) hard when I woke up.

(5) I’ll give him your message when I (see) him.

(6) The chair will break if you (sit) on it.

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

8 次の各文を日本語に直しなさい．(2点× 2)

(1) Shall I introduce you to my boss?

(2) Where are you going to spend your summer vacation?

(1)

(2)

9 次の各文の (　　　)内に will か shall のどちらかを入れなさ
い．(1点× 5)

(1) My sister (　　　) have a baby next month.

(2) You (　　　) not need an umbrella today.

(3) (　　　) I call a taxi? — Yes, please.

(4) (　　　) we listen to the new CD? — Yes, let’s.

(5) (　　　) you go shopping with me? — Yes, certainly.

(1) (2) (3)

(4) (5)

10 次の各文の下線部を (　　)内の語句にして，willを用いて全文
を書きかえなさい．(2点× 3)

(1) His plane arrived a few minutes ago. (soon)

(2) Did you stay home last Saturday? (next Saturday)

(3) I was waiting for Bob at five yesterday. (tomorrow)

(1) soon.

(2) next Saturday?

(3) tomorrow.

11 次の (1)～(5)の問いに対する適当な答えを 1© ～ 5© の中から１
つずつ選びなさい．(1点× 5)

(1) Shall we play cards?

(2) It’s going to rain soon, isn’t it?

(3) Are you coming to the meeting?

(4) Will the shirt be dry soon?

(5) Won’t you dance with me?

1© Yes, I am. 2© Yes, it will. 3© Yes, let’s.
4© Yes, with pleasure. 5© Yes, it is.

(1) (2) (3) (4) (5)

12 次の各文の (　　)内の動詞を現在完了にして全文を書き直しな
さい．(2点× 4)

(1) Bob (eat) all the cherries.

(2) I (forget) your phone number.

(3) He (just come) back from Italy.

(4) I (already hear) the news on TV.

(1)

(2)

(3)

(4)
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熊本県立湧心館高等学校 第４回朝自習課題テスト ［H19.6.20］

在籍番号( ) 氏名( ) 得点( )
µ ´
　
1 次の下線の読みをひらがなで記せ．(1点× 9)

(1) 「飽食の時代」とも言われる．

(2) 理不尽な要求をこばむ．

(3) 企画を練り上げる．

(4) 任務を遂行する．

(5) 高地では空気が希薄である．

(6) 音が漏れないようにする．

(7) 一人で喜びに浸る．

(8) 失敗を悔やむ．

(9) 捨てられているネコを哀れむ．

(1) ほうしょく (2) りふじん (3) きかく

(4) すいこう (5) きはく (6) も

(7) ひた (8) く (9) あわ

2 次の下線のカタカナを漢字に直せ．(1点× 9)

(1) ケイソツな発言を反省する．

(2) この会はキリツを重んじる．

(3) 国からニンカを受ける．

(4) サイフを握りしめる．

(5) 事件がメイキュウ入りになる．

(6) 人間のソンゲンを大切にする．

(7) キジョウの空論は避けよう．

(8) 事前にメンミツな計画を練る．

(9) 今は黙っているのがトクサクだ．

(1) 軽率 (2) 規律 (3) 認可

(4) 財布 (5) 迷宮 (6) 尊厳

(7) 机上 (8) 綿密 (9) 得策

3 熟語の構成のしかたには次のようなものがある．

ア 同じような意味の漢字を重ねたもの (岩石)
イ 反対または対応の意味を表す字を重ねたもの (高低)
ウ 上の字が下の字を修飾しているもの (洋画)
エ 下の字が上の字の目的語・補語になっているもの (着席)
オ 主語と述語の関係にあるもの (地震)
カ 上の字が下の字の意味を打ち消しているもの (不足)

次の熟語はア～カのどれにあたるか，記号で答えよ．(1点× 5)

(1) 諾否 (2) 屈伸 (3) 遭難 (4) 選択 (5) 無謀

(1) イ (2) イ (3) エ (4) ア (5) カ

4 次の各組が対義語・類義語となるように，　 内に入る適切な語

を，後の 　 の中から選んで漢字に直し，その漢字一字を記せ．
(1点× 10)

対義語 類義語

(1) 削除 － 　 補 (6) 平穏 － 無 　

(2) 促進 － 抑 　 (7) 結末 － 終 　

(3) 優雅 － 粗 　 (8) 前途 － 　 来

(4) 専任 － 兼 　 (9) 審議 － 検 　

(5) 穏健 － 過 　 (10) 果敢 － 　 猛

げき・じ・しょう・せい・ぞう・
とう・まく・む・や・ゆう

(1) 増 (2) 制 (3) 野 (4) 務 (5) 激

(6) 事 (7) 幕 (8) 将 (9) 討 (10) 勇

5 次の式を因数分解せよ．(3点× 7)

(1) 3x2y − 6xy2

(2) x(a− b) + y(a− b)

(3) 49x2 − 28xy + 4y2

(4) 4x2 − 9y2

(5) x2 − 8x + 12

(6) 2x2 − 7x + 3

(7) 27a3 + 8b3

(1) 3xy(x− 2y) (2) (a− b)(x + y)

(3) (7x− 2y)2 (4) (2x + 3y)(2x− 3y)

(5) (x− 2)(x− 6) (6) (x− 3)(2x− 1)

(7) (3a + 2b)(9a2 − 6ab + 4b2)



6 次の式を因数分解せよ．(3点× 4)

(1) x4 − y4

(2) (x− 4y)2 − 25

(3) (x + 1)(x + 2)(x + 4)(x + 5)− 4

(4) a2 − b2 − c2 + 2bc

(1) (x + y)(x− y)(x2 + y2)

(2) (x− 4y + 5)(x− 4y − 5)

(3) (x + 3)2(x2 + 6x + 4)

(4) (a + b− c)(a− b + c)

7 次の各文の (　　)内の動詞を適当な形に直しなさい．中には変
化しないものもある．(1点× 6)

(1) Is your mother out? — No, she (clean) the living room.

(2) He sometimes (drink) wine before dinner.

(3) She (listen) to music at that time.

(4) The wind (blow) hard when I woke up.

(5) I’ll give him your message when I (see) him.

(6) The chair will break if you (sit) on it.

(1) is cleaning (2) drinks

(3) was listening (4) was blowing

(5) see (6) sit

8 次の各文を日本語に直しなさい．(2点× 2)

(1) Shall I introduce you to my boss?

(2) Where are you going to spend your summer vacation?

(1) あなたを私の上司に紹介しましょうか．

(2) どこで夏休みを過ごすつもりですか．

9 次の各文の (　　　)内に will か shall のどちらかを入れなさ
い．(1点× 5)

(1) My sister (　　　) have a baby next month.

(2) You (　　　) not need an umbrella today.

(3) (　　　) I call a taxi? — Yes, please.

(4) (　　　) we listen to the new CD? — Yes, let’s.

(5) (　　　) you go shopping with me? — Yes, certainly.

(1) will (2) will (3) Shall

(4) Shall (5) Will

10 次の各文の下線部を (　　)内の語句にして，willを用いて全文
を書きかえなさい．(2点× 3)

(1) His plane arrived a few minutes ago. (soon)

(2) Did you stay home last Saturday? (next Saturday)

(3) I was waiting for Bob at five yesterday. (tomorrow)

(1) His plane will arrive (soon).

(2) Will you stay home (next Saturday)?

(3) I will be waiting for Bob at five (tomorrow).

11 次の (1)～(5)の問いに対する適当な答えを 1© ～ 5© の中から１
つずつ選びなさい．(1点× 5)

(1) Shall we play cards?

(2) It’s going to rain soon, isn’t it?

(3) Are you coming to the meeting?

(4) Will the shirt be dry soon?

(5) Won’t you dance with me?

1© Yes, I am. 2© Yes, it will. 3© Yes, let’s.
4© Yes, with pleasure. 5© Yes, it is.

(1) 3© (2) 5© (3) 1© (4) 2© (5) 4©

12 次の各文の (　　)内の動詞を現在完了にして全文を書き直しな
さい．(2点× 4)

(1) Bob (eat) all the cherries.

(2) I (forget) your phone number.

(3) He (just come) back from Italy.

(4) I (already hear) the news on TV.

(1) Bob has eaten all the cherries.

(2) I have forgotten your phone number.

(3) He has just come back from Italy.

(4) I have already heard the news on TV.


