
英検５級 対策プリント 見本 

疑問詞は、文法問題、並べかえ、リスニングで必ず 

問われる単語です。テスト形式で整理していきましょう 

５級 疑問詞 テスト 
  次の（  ）に当てはまる疑問詞をあてはめよ。終了したら答え合わせ。問題文の最後に解答がついていま

す。解答は問題文の最後にあります。 

１）何         

    (          ) do you study in Japan? 3-3 あなた日本で何を勉強しますか？ 

２）どこに       

    (           ) does he live? 7-1 彼はどこに住んでいますか？ 

３）いつ      

  (         ) do you usually come here? 6-3 あなたはたいていつここにくるのですか？ 

４）誰       

  (          ) are you? あなたは誰ですか？ 

５）誰の（もの）     

   (          ) (         ) is this? = (          ) is (           ) (           )? 

    これは誰のかばんですか？   このかばんは誰のものですか？ 

６）どの（どちら）    （               ） 

  (          ) suitcase is yours?   = (          ) is (          ) suitcase? 5-2 

    どのスーツケースがあなたのものですか？ どちらがあなたのスーツケースですか？ 

７）①～についてはどうですか 

  (          )(          ) you? 3-3 あなたについてはどうですか？ 

②どのように（交通手段）   （               ） 

    (          ) do you go to school?  あなたはどうやって学校に行っていますか？ 

    自転車で     （                   ）bicycle ( bike ). 

 

  疑問詞が２語以上（ここから難しくなります、出来なくてもかまいません） 

８）疑問詞＋名詞 

  (           )(          ) is it ? 5-3 それは何色ですか？  

８）何時    

    (           )(          ) is it? 何時ですか？ 

９）いくつの帽子  

    (          )(          ) sleeping bags do you have? 4-2 

  あなたは寝袋をいくつもっていますか？ 

１０）いくら    

（          ）（         ）is this? これはいくらですか？ 

 

１１）どのくらいの時間（長さ）   



  (           )(           ) did he stay on the horse? 7-3  

    彼はどれくらい長く馬の上にいたのですか？ 

１２）何歳    

  (          )(          ) is he? 9-1 彼は何歳ですか？ 

     補充 

１３）どのくらいの背の高さ   

(          )(          ) is he? 彼はどのくらいの背の高さですか？ 

１４）どのくらいの距離  

   (          )(          ) is it from here to the park? 

    ここから公園までどれくらい距離がありますか？  

１５）どんな種類の     

    (          )(           )(          ) science do you study? 3-3 

  どんな種類の科学をあなたは勉強しますか？ 

１６）何回    

  (           )(          ) do you go to the movies a month? 

  = (          )(           )(          ) do you go to the movies a month? 

 一ヶ月に何回映画に行きますか？ 

    一ヶ月に一回 (          ) a month     一ヶ月に二回 (          ) a month 

解答 

1 What 2 Where 3 When 4 Who 5 Whose bag Whose this bag 6 Which  

  Which your 7 ①How about ② How by 8 What color 9 What time 10 How  

much 11 How long 12 How old 13 How tall 14 How far 15 What kind of  

16 How often How many times Once Twice 

 

答え合わせが終了したら、次のページの「やり直し用」に間違えた番号に

赤で×をつけること。そして、間違えた疑問詞を覚えたら、「やり直し用」

に再テストすること。 

 

再テストは、間違えた問題の答えを３つ覚えたらテスト→答え合わせ→ 

３つ覚えたらテスト→答え合わせ・・・を繰り返して下さい。 

 

 

 



英検４級 対策プリント 見本 

英検４級 リスニングテスト 

 

リスニングテストは第１部から第３部まであります。問題は全部で 30 問あり、英文は第１部では

一度だけ、第２部と第３部では二度、読まれます。 

問題数は筆記試験とほぼ同じなので、英語を聞くことができれば、合格により近づきます。 

 

☆「英語を聞くことなんてできない」とあきらめないでください。 

実は今の英語の聞き取りの力で点数がアップする方法を今日は特別に教えます。 

今日の対策授業をやる前のリスニングの点数と 

今から対策授業を受けたあとのリスニングの点数は 

 

 

 

では、その方法は 

 

 

 
 

 

注意：疑問詞は、巻末に宿題用としてつけてあります。苦手な人は必ずやること。ﾘｽﾆﾝｸﾞでも 

   この疑問詞は、必ず出てきます。これがわからないと、リスニングの聞き取りが出来ません！ 

 

この３点を実行するだけで、点数がアップします。 

    

それでは、具体的なやり方を確認していきましょう。 

 

 

 

 

（１）リスニングの出題のされ方を確認すること 

（２）リスニングが放送される前の準備 

（３）疑問詞をもう一度、復習して定着させる 

受けた後間違いなく 

点数はアップします 



では第 1部から見ていこう!! 

 

第１部 イラストを参考にしながら英文と応答を聞き、最も適切な応答を１,２,３の中から一つ選

ぶ問題です。 

[例題]                      

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢の１～３には何も書かれていません。ここでは、イラストが一番のヒントになります。 

イラストから、これから流れてくる英文の内容を想像することが出来ます。英文の内容がどんな 

内容かわかれば、英文の聞き取りがものすごく楽になります。 

このイラストから、先生と生徒との会話ということがわかります。これだけでもこのイラストか

らわかれば、これから流れてくる英文がものすごく聞き取りやすくなります。 

つまり、英文の放送が流れてくる前に、 

 

 
 

実際に放送された英文 

A： 先生  ：“Hi,Satoko.” 

B：さとこさん ：“Hello,Mr. Johnson. “ 

A：先生   ：“Are you going home?”  

 

 

 

この形式を覚えておくだけでも点数アップ！！ 

1 It’s fine.         「晴れています」 

2 You’re welcome.  「どういたしまして」 

3 Yes, I am.     「はい、そうです」 

 答えは３番になります。 

ここまで読んだら、担当講師を呼んで下さい。一緒に確認しましょう。 

では今学んだことを、実際の問題を使って練習してみましょう 

  

1  

2  

3  

 

このように、第１部では、二人の会話で始まり、A→B→A の順番で会話し、最後の A の会話

に対応する B の受け答えを選ぶ 

イラストを見てどんな内容かを想像することが大事 



英検３級 対策プリント 見本 

内容一致の長文 攻略法 

 （１）まずタイトルの確認→メールの Subject と同様、本文の内容を知るヒントになります。 

    例 One Legged Runner → leg は足 つまり、「片足のランナー」 

      Home Education → Home「家（庭）」 Education「教育」つまり「家庭教育」 

＊ これだけでも、本文を読むのがものすごく楽になります。 

  （２）下段に注があればそれも確認 

     例 steam locomotive  蒸気機関車→ これだけで蒸気機関車の話とわかる。 

    タイトル（題名）の単語が難しく訳せない時、注が本文の内容のヒントとなる 

              restore  修復する →おそらく、蒸気機関車は昔の乗り物なので、この蒸気機関車を 

       修復する（直して元通りに走れるようにする）内容ではないかと想像する 

  （３）実際の問題の解き方 →メールの時と全く同じ解き方 

＜１＞ 長文が２段落に分かれていたら、問題文はふつう２問。３段落に分かれていたら、問題文は３問。 

     １つの段落に対して１つの問題文と考えてよい（たまに例外もありますが・・・）。 

 

＜２＞ すべての長文を読んでから、問題文に答えるのではなく、第１段落を読んだら、（１）番の問題文を 

   解く。第２段落を読んだら、（２）番の問題を解くというふうに考える。 

   注意：第２段落を読んでも（２）番の問題が解けない場合は、次の第３段落を読んでから（２）と（３） 

      番の問題を解くこと。 

 

＜３＞問題文の単語もしくはその単語を言いかえた単語を本文からさがす。その近くに答が必ずあります。 

注意：問題文の単語を本文では違う単語、あるいは違う表現をしていることがある。 

例 問題文 go to America -> 本文 visit America  

問題文では「アメリカに行く」→本文では「アメリカを訪れる」visit America の近辺に答がある 

 

＜４＞長文を読むときの原則は英文を最初から順番に訳して意味をとりながら（書く必要はありません）、問

題文を解くことです。時間が足りなくなるかもしれませんが本文の内容が明確になり、正解率がアップし

ます。内容一致の長文問題ならば、第１段落を読み終えたら問題文の（１）を解く、第２段落を読み終え

たら問題文の（２）を解くという手順でやることです。 

 なぜこんな読み方をするのか？→すべて読んでから問題文を解こうとすると、（１）番の問題を解くのに、

もう一度、最初から読まなくてはいけないから時間が足りなくなります！この読み方だと時間が節約でき、本

文の内容を覚えている間にすぐ問題が解けるので、確実に得点がアップ！ミスも少なくなります。 

 

   ただし、このやり方の欠点は時間が足りなくなることです。この方法で本番の試験の時どうしても時間

が足りなくなる時は、問題文の単語やその単語を言い換えた表現をさがして、そこだけ訳して問題を解く

というやりかたでもかまいません。 

 

今回は単語のヒントもあるので、原則通りに英文を最初から訳して（１）段落を訳し終わったら問題文 

の（１）へ、（２）段落を訳し終わったら問題文（２）へという形でやってみましょう。 

長文を読むときにどうしても時間が足らなくなる人は、授業後講師に相談してください。 



長文Ｃ１ （一般的な事柄についてのまとまった文章）練習問題 

長文の解き方 ①タイトルを確認     ②下段の注をみる 

手順    ③本文を頭の中で訳していく ④１つの段落を読む毎に問題文を解いていく 

 

Key
キ ー

 West
ウエ ス ト

←タイトル重要（場所の名前） 
   1 The city of Key West is on a small island in the state of Florida. The island 

is also called Key West. It is well known for its beautiful beaches and interesting 

history. Only 25,000 people live in the city, but more than 4 million people visit it 

every year. ここまで読み終わったら、問題文（１）へ 

   2Key West once belonged to Spain. But in 1821, an American named John 

Simonton bought the island for$2,000. People started moving to the island, but 

there weren’t many jobs. The sea around Key West was dangerous, and ships 

often hit rocks there. Many people made money by taking expensive things from 

these ships. A man called William Curry made a million dollars this way and 

became the richest man in Florida. ここまで読み終わったら、問題文（２）へ 

   3These days, people enjoy fishing and swimming in the sea. People can even 

swim with dolphins in some places. The most popular time to visit is from 

December to April. Key West is warm all year, so people from colder parts of the 

United States like to go there in winter. The summer months are not very 

crowded because the hurricane season is from June to October. ここまで読み終わったら

問題文（３）へ 

   4Key West’s main street is Duval Street, and it has many restaurants and 

stores. Near Duval Street, people can visit Ernest Hemingway’s house. 

Hemingway was a famous writer and lived in Key West from 1931 to 1940. Every 

July, the city has a festival to remember Hemingway. Another popular place is 

Mallory Square, at the end of Duval Street. Every evening, musicians play for 

people there as the sun goes down. ここまで読み終わったら、問題文（４）（５）へ 

 

※ hurricane ハリケーン←この注は、本文を読む手助けになります！ 

（アメリカ･メキシコ・カリブ海あたりの台風のこと）→このことを知っていたら、 

「Key West」というタイトルも、アメリカ･メキシコ・カリブ海あたりの地名だ

ということがわかります！ここまで来ると、本文の英文が身近に感じ、よみやすく 

なります。英語の知識だけでなく、このような一般的な知識も英文を読んでいく時

に重要なんです。いろいろな知識を身につけることは、準２級、２級とレベルが上

がる毎に必要になってきます。 



問題文の単語もしくはその単語を言いかえた単語を本文からさがす。 

その近くに答が必ずあります。□で囲った単語を本文からさがして印をつけよ

う！ 

 

(1) How much did John Simonton pay for Key West? 

 

1 $2,000. 

2 $25,000. 

3 $1,000,000. 

4 $ 4,000,000. 

 

(2) How did William Curry become rich? 

 

1 By building hotels near the sea. 

2 By working in a famous restaurant. 

3 By opening many stores for visitors. 

4 By taking things from ships that hit rocks. 

 

(3) When do most people visit Key West? 

 

1 In June. 

2 In July. 

3 Between August and October. 

4 Between December and April 

 

(4) What can people do in Mallory Square in the evening? 

 

1 They can listen to music. 

2 They can see a lot of dolphins. 

3 They can talk with a famous writer. 

4 They can swim at a beautiful beach. 

 

(5) What is this story about?  

 

1 A famous musician who lived in Key West. 

2 The history of Key West and things to do there. 

3 How to get a job in Key West. 

4 How to find good hotels and restaurants in Key West. 



英検準２級 対策プリント 見本 

英検準 2 級対策(文法編) 

以下の問題は、全て英検の過去問から抜粋したものです。 

まずは次のページの説明を読まずに解いてみましょう。 

文法が苦手な人は、次のページの説明を読んでからやってもかまいません。 

１．動名詞 

(1)  Ted is looking forward (      ) abroad after graduation. 

1.to go  2.going  3.to going  4.go 

 

(2)  Lucy moved to France just a few weeks ago, so she isn’t used  

  (      ) French yet. 

1.speak 2.to speak  3.speaking 4.to speaking 

 

(3)  Do you mind (      ) the window? 

  1.open  2.to open  3.opening  4.to 

opening 

 

(4)  Before (      ) TV, Tracy’s going to take her dog for a walk. 

  1.watch 2.watching 3.to watch 4. watched 

 

(5)  Anthony, do you feel like (      ) to the swimming pool  

today? 

  1.go  2.going  3.to go   4.goes 

 

(6)  A: Do you mind (      ) I turn on the radio? 

  B: Not at all. 

  1.what  2.if    3.or  

 4.which 

 

(7)  Before (      ) TV, Tracy’s going to take her dog for a walk. 

  1.watch 2.watching 3.to   4.watched 

 

(8)  Anthony, do you feel like (      ) to the swimming pool  

today? 

  1.go  2.going  3.to   4.goes 

 



※ポイント 

with Tom( him ) 彼といっしょに Tom( him )は（代）名詞 

at on in with ： 名詞の前に置く詞
ことば

 →逆に言うと、前置詞の後は（名詞） 

I am good at tennis.  am good at ～するのが得意だ 

適語を選べ 

I am good at ( play , to play, plays , playing ) the piano. 

 

まとめ 前置詞の後は動名詞（答 playing） 

 

（  ）に適語をあてはめよ。①前置詞 か②不定詞 

 注意 to の使い方には２通りある。①前置詞 ②不定詞 

I went to the park to play tennis.  

  (          ) (           ) 

答 to the park   （この to は前置詞：後ろが名詞） 

to play  （この to は不定詞：後ろが動詞） 

・ 熟語表現に注意（特に to の後は動名詞のパターンは英検によく出題される）。 

以下の to は全て前置詞で、 前置詞の後は動名詞のパターン。 

  どちらかを選ぶこと 

I am looking forward to ( visit, to visit, visited, visiting ) him this time. 

① look forward to ～ing : ～するのを楽しみに待つ。 

② be used to ～ing :   ～するのに慣れている。（状態） 

   注）used to 動詞の原形 : (1)よく～した （2）以前～だった 

  get used to ～ing     ～するのに慣れる（動作） 

③ Do（Would） you mind ～ing 

   ＝Do(Would) you mind if  S  +  V  : ～してくれませんか。 

④ Do you mind my ～ing : ～してもいいですか。 

⑤ feel like ～ing : ～するような感じがする。⇒～したい気がする。 

⑥ before(after,by,on・・・)+～ing 

ポイント 

次のような問題が出題されたら、何を選びますか？ 

He noticed the criminal by ( watched, watches,watch, watching )the news on TV.  

            


