
 

１【言語】日本語に合う英文になるように,下線に適切な語を書きましょう。[1 点×10] 

(1) これは私たちの学校です。 

 This is ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ school. 

(2) あの女の子はだれですか？ 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ is that girl? 

(3) 私の家族と私は土曜日にテニスをします。 

 My ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ and I play tennis on Saturdays. 

(4) これは私の父です。 

 This is my ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(5) 私の母は数学の先生です。 

 My ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ is a math teacher. 

(6) あなたのお気に入りの音楽は何ですか。 

 What’s your ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ music? 

(7) あなたはどんなスポーツが好きですか。 

 What ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ do you like? 

(8) これは久美です。あなたは彼女を知っていますか。 

 This is Kumi. Do you know ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ? 

(9) あなたの誕生日はいつですか。 

 When is your ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ? 

(10) （(9)の質問に対して）4 月 3 日です。 

 It’s April ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

 

２【言語】日本語に合う英文になるように,下線に適切な語を書きましょう。[1 点×10] 

(1) ごきげんいかがですか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ you? 

(2) あの女の人はだれですか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  that woman? 

(3) （(2)の質問に対して）彼女はポールの姉です。 

 She is ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(4) あなたはどこで卓球をしますか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ you play table tennis? 

(5) あなたはいつ三味線を弾きますか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ you play the shamisen? 

(6) 私は川の近くでテニスをします。 

 I play tennis ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ the ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(7) わかりました。 

 I  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(8) 彼らは久美とポールです。私は彼らが好きです。 

 They are Kumi and Paul. I like ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(9) これはだれの本ですか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ is this? 

(10)（(9)の質問に対して）それは私のものです。 

 It’s ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 
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３【言語】次の文章を読み，あとの問いに答えましょう。    [2 点×4] 

Kumi:  What’s your favorite sport?  

Raj:  It’s kabaddi.  

Kumi:  Oh, kabaddi. Where do you play it?  

Raj:  I play it near the river.  

Kumi:  When do you play it?  

Raj:  On Sundays. Come and play. It’s fun. 

(1) 正しいものを１つずつ選び，（  ）に○を書きましょう。 

a) カバディをする場所： 学校の近く（  ） 川の近く（  ） 体育館（  ） 

b) カバディをする日： 水曜日（  ） 土曜日（  ） 日曜日（  ） 

(2) 文章の内容に合うものには○を，合わないものには×を（  ）に書きましょう。 

a) カバディは久美が好きなスポーツです。 （  ） 

b) ラージは久美を誘っています。 （  ） 

 

４【言語】次の文章を読み，あとの問いに答えましょう。    [2 点×4] 

Raj:  Who’s that man? I don’t know him.  

Meiling:  He’s Mr Yoshida, our science teacher.  

Raj:  I see.  

Meiling:  Do you know that woman?  

Raj:  Yes. I know her. She’s Ms Brown.  

Meiling:  Right. 

(1) 文章の内容に合うものには○を，合わないものには×を（  ）に書きましょう。 

a) 吉田先生は英語を教えています。 （  ） 

b) ラージは吉田先生を知っています。 （  ） 

c) ラージは吉田先生に質問をしています。 （  ） 

 (2) メイリンはブラウン先生を知っていますか。それはどの文からわかりますか。 

当てはまるほうに○をつけ,それがわかる文を抜き出しなさい。 

知っている・知らない    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

５【表現】会話が成り立つように，適切な文を次のア～オから選びましょう。[2 点×3] 

Meiling:    ①    

    Ken: It’s mine.  

Meiling:    ②    

    Ken: Thanks. Is this yours? 

Meiling: No, it isn’t.    ③     

 Mine is next to it. 

① ＿＿＿＿＿  ② ＿＿＿＿＿  ③ ＿＿＿＿＿ 

 

６【表現】ブラウン先生に好きな音楽についてインタビューをしました。メモから質問

と答えを２つずつ選び，そのやりとりを書きましょう。       [2点×4] 

 

  好きな音楽： 伝統的な日本の音楽，三味線を演奏する 

  いつ三味線を演奏するか： 土曜日 

  どこで三味線を演奏するか： 学校 

  好きな演奏家： 吉田兄弟（Yoshida Brothers） 

 

You：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Ms Brown：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

You：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Ms Brown：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ア．Is this a bag?     

イ．It's Paul’s bag.   

ウ．Whose bag is this? 

エ．Here you are. 

オ．Where is your bag? 


