
 

 

 

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)  私は７時に家を出ます。 

 I ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ home at seven. 

(2) 吉田先生は何を教えていますか。 

 What does Mr Yoshida ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ? 

(3) あなたは朝ごはんを食べますか。 

 Do you eat ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ? 

(4) エマは買い物袋を持っています。 

 Emma ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ a shopping bag. 

(5) メイリンは健とバスケットボールをします。 

 Meiling plays basketball ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Ken. 

(6) エマの両親はオーストラリア出身です。 

 Emma’s ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ are from Australia. 

(7) あなたの仕事は何ですか。 

 What’s your ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 

(8) ラージは午後野球をします。 

 Raj plays baseball in the ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(9) ポールは学校に早く来ます。 

 Paul comes to school ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(10) 久美はとても上手に絵を描きます。 

 Kumi ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ pictures very well. 

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)  ブラウン先生は緑市に住んでいます。 

 Ms Brown ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Midori-shi. 

(2) エマは納豆を食べますか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Emma ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ natto? 

(3) （(2)の質問に対して）はい，食べます。 

 Yes, ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(4) 久美はどこで剣道を練習しますか。 

 Where ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Kumi ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ kendo? 

(5) （(4)の質問に対して）彼女は体育館でします。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ it in the gym. 

(6)ポールは剣道を知りません。 

 Paul ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ know kendo. 

(7) メイリンはテレビを毎日見ます。 

 Meiling ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ every day. 

(8) 健は７時に起きます。 

 Ken ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ at seven. 

(9) ブラウン先生は 11 時に寝ます。 

 Ms Brown goes ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ at eleven . 

(10) あなたは何時に家に帰りますか。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ do you come home? 
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３【理解】ブラウン先生が家族を紹介している文章を読み，あとの問いに答えましょう。 

[2 点×5］ 

 This is my mother. She’s from England. She paints pictures very well. She 

teaches art. 

 This is my father. He’s from Scotland. He likes music. He plays the bagpipes. 

 They live in Scotland. 

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

a) ブラウン先生の両親はイングランド出身です。 （  ） 

b) ブラウン先生のお母さんは絵を描くのが上手です。 （  ） 

c) ブラウン先生のお父さんはバグパイプを演奏します。 （  ） 

(2) 次の質問に，英語で答えましょう。 

a) What does Ms Brown’s mother teach? 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

b) Where does Ms Brown’s father live? 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４【理解】次の文章を読み，あとの問いに答えましょう。[2 点×4] 

     Paul:  Where does your sister live?  

Ms Brown:  She lives in London. She has a job at a college. 

     Paul:  When does she play the bagpipes?  

Ms Brown:  She plays them every summer at festivals. Look.  

     Paul:  Fantastic! 

(1) 下線部 them は何を指していますか。本文から抜き出しましょう。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 次の質問に，英語で答えましょう。 

a) Does Ms Brown’s sister live in Scotland? 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

b)  Is Ms Brown’s sister a college student? 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

c)  Does Ms Brown’s sister play the bagpipes every summer? 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

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

Ken:     ①    

Emma:  I usually get up at six.  

Ken:  At six? Really? 

Emma:  Yes. I come to school early.  

   ②     

Ken:  Wow!                         ① ＿＿＿＿＿  ② ＿＿＿＿＿ 

６【表現】下の表の３人の中から１人を紹介する英文を，①～③の内容を入れて書きま

しょう。                            [2点×3] 
 Kumi Paul Ms Brown 

① 好きなもの 本 ビートルズ（The Beatles） 空手 

② 持ち物・ペット ネコ１匹 ギター2 本 イヌ 3 匹 

③ 日曜にすること 学校で剣道を練習する 健とサッカーをする 家で日本語を勉強する 

This is ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ .  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ア．What time do you leave home? 

イ．I study Japanese before class. 

ウ．When do you come to school? 

エ．I go to school at eight. 

オ．What time do you get up? 


