
 

 

 

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) 丘先生はその見たことのないような石について知っていました。 

 Mr Oka ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ about the strange rock. 

(2) 生徒たちはブラウン先生のために日本の歌を歌いました。 

 The students ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ a Japanese song for Ms Brown. 

(3) 会議ではラージとメイリンが英語を話しました。 

 Raj and Meiling ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ English in the meeting. 

(4) みんなが畑で有機野菜の世話をしました。 

 Everyone ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ care of the organic vegetables in the garden. 

(5) 健は友達に年賀状を書きました。 

 Ken ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ New Year’s cards to his friends. 

(6) 誰がその駅を建てましたか？ 

 Who ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ the station? 

(7) きのうラージは寿司についての本を読みました。 

 Raj ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ a book about sushi yesterday. 

(8) エマはクラスメートにさようならを言うでしょう。 

 Emma will say ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ to her classmates. 

(9) 久美は剣道のテストを受けるために会議を早く去りました。 

 Kumi ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ the meeting early to take a kendo test. 

(10) 彼らは花火の音を聞きました。 

 They ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ the sounds of fireworks. 

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×5] 

(1) そのシャツはハワイで作られました。 

 The shirt was ＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Hawaii. 

(2) 大阪は西日本に位置しています。 

 Osaka is ＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ western Japan. 

(3) 毎年，30 万人以上の人々がウルルを訪れます。 

 Every year, ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 300,000 people visit Uluru. 

(4) あなたはあなたの考えを示すのに最も良い方法を見つける必要があります。 

 You ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ find the best way to show your ideas. 

(5) ポールは昨夜テレビでサッカーの試合を見ました。 

 Paul watched a soccer game ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ last night. 

３【言語】日本語に合う英文になるように,次の語句を並べかえましょう。 [1 点×5] 

(1) スペイン語はアメリカでも話されています。 

 （ in, spoken, Spanish, the USA, is ）too. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(2) これらの写真は川の近くでエマによって撮られました。 

（ by, these pictures, taken, Emma, were ）near the river. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(3) その本は夏目漱石によって書かれたのではありません。 

（ was, the book, by, written, not ）Natsume Soseki. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(4) 英語はあなたの国で使われていますか？ 

（your country, in, English, used, is ）? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ? 

(5) その歌は多くの人によって歌われますか？ 

（sung, by, the song, many people, is ）? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ? 
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４【理解】次の文章を読み,あとの問いに答えましょう。         [2 点×9] 
 Namaste. It is one way to say hello or goodbye in India. India is located in 
South Asia. More than one billion people live ① there. They speak many 
languages. I speak three of them: Marathi, Hindi and English.  
 Marathi is my mother tongue. It is used in western India. I speak it with my 
family at home. Many stories and dramas are written in Marathi. I enjoy reading 
them.  
 I also speak Hindi. Do you know any Hindi words? Of course you do. 
Bandanna and shampoo are from Hindi. Hindi is the major language of India. I 
speak it at school. I also like watching movies in Hindi. They are very exciting.  
 And I speak English. Long ago, English was not spoken in India. Then the 
British came. India was ruled by them. Many people needed to learn English. 
The British left, but ② their language remained. Now English is used in 
newspapers and on TV. I like watching English dramas on TV.  
 I learned a lot from each of ③my languages: Marathi, Hindi and English. Now 
I am learning Japanese. All of them are special to me. Arigato. 
  
 
（1）下線部①～③は，それぞれ何を指していますか。本文から抜き出しましょう。 

 ①＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ②＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ③＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（2）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) インドではたくさんの言語が使われています。     （   ） 

 b) マラーティー語はインドの主要な言語です。      （   ） 

 c) “Namaste.”は「ありがとう」という意味です。    （   ） 

（3）次の質問に，英語で答えましょう。 

 a) What language does Raj speak with his family? 

 ________________________________________________________________________ 

 b) What are some Hindi words? 

 ________________________________________________________________________ 

（4）なぜインドでは英語が使われているのでしょうか。日本語で答えましょう。 

 ________________________________________________________________________ 

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

Meiling: Look, the Great Wall.     ①      

Ms Brown: Yes, it is. It can be seen from space.  

Meiling: Wow. You know a lot about China, don’t you?  

Ms Brown:     ②     . I heard it from that tour guide. 

① ＿＿＿＿＿  ② ＿＿＿＿＿ 

ア．They’re beautiful, aren’t they? 
イ．Of course I know. 
ウ．Not really. 
エ．Do you know that? 
オ．It’s huge, isn’t it? 

 

６【表現】ポールかメイリンのどちらかになったつもりで，①～④の内容を入れながら，

出身国を説明する英文を書いてみましょう。                           [2点×4] 

 ポール メイリン 
①出身国 アメリカ合衆国 中国 

②～に位置している 北アメリカ (North America) 東アジア (East Asia) 

③～語が話されている 英語、スペイン語 中国語 (Chinese) 

④～で知られている 
自由の女神 

(the Statue of Liberty) 

パンダ  

(pandas) 

① ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

② ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

③ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

④ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 


