
   5 月    21日 

第７回システム英単語 Basic p.146-151 

 
 年 組 

 

 
番 

 

 
氏名 

 

 
  
 

 
 

点 
 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) the [t       ] of a lion ライオンの足跡 
 

(2) their [r       ] and friends 彼らの親戚と友達 
 

(3) a government [o       ] 政府の役人 
 

(4) at the [r       ] of 40% a year 年 40%の割合で 
 

(5) [L       ] is the best medicine. 笑いは最高の良薬だ 
 

(6) an [a       ] to break the record 記録を破ろうとする試み 
 

(7) a center of heavy [i       ] 重工業の中心地 
 

(8) make an [a       ] with the doctor 医者に予約する 
 

(9) a [t       ] of lemon レモンの味 
 

(10) water and gas [s       ] 水道とガスの事業 

 

第８回システム英単語 Basic p.152-157 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) educational [i       ] 教育機関 
 

(2) the [s       ] of the accident 事故の現場 
 

(3) It is my [d       ] to help you. 君を助けるのが私の義務だ 
 

(4) the first [q       ] of this century 今世紀の最初の 4分の 1 
 

(5) private [p       ] 私有財産 
 

(6) a deserted road in the [d       ] 砂漠の人影のない道 
 

(7) national [s       ] 国家の安全保障 
 

(8) a [t       ] toward fewer children 少子化の傾向 
 

(9) a room with little [f       ] 家具の少ない部屋 
 

(10) global [c       ] change 地球規模の気候変動 
 



    月    日 

第７回システム英単語 Basic p.146-151 解答例 

 年 組 
 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) the [t       ] of a lion ライオンの足跡 
548. tracks 

(2) their [r       ] and friends 彼らの親戚と友達 
562. relatives 

(3) a government [o       ] 政府の役人 
550. official 

(4) at the [r       ] of 40% a year 年 40%の割合で 
534. rate 

(5) [L       ] is the best medicine. 笑いは最高の良薬だ 
538. Laughter 

(6) an [a       ] to break the record 記録を破ろうとする試み 
541. attempt 

(7) a center of heavy [i       ] 重工業の中心地 
540. industry 

(8) make an [a       ] with the doctor 医者に予約する 
554. appointment 

(9) a [t       ] of lemon レモンの味 
552. taste 

(10) water and gas [s       ] 水道とガスの事業 
536. service 

 

第８回システム英単語 Basic p.152-157 解答例 

 年 組 
 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) educational [i       ] 教育機関 
593. institutions 

(2) the [s       ] of the accident 事故の現場 
571. scene 

(3) It is my [d       ] to help you. 君を助けるのが私の義務だ 
570. duty 

(4) the first [q       ] of this century 今世紀の最初の 4分の 1 
580. quarter 

(5) private [p       ] 私有財産 
584. property 

(6) a deserted road in the [d       ] 砂漠の人影のない道 
588. desert 

(7) national [s       ] 国家の安全保障 
586. security 

(8) a [t       ] toward fewer children 少子化の傾向 
590. trend 

(9) a room with little [f       ] 家具の少ない部屋 
581. furniture 

(10) global [c       ] change 地球規模の気候変動 
578. climate 

 
 


