
 

 

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) ラージは日本に来てからずっと，緑市に住んでいます。 

 Raj has lived in Midori-shi ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ he came to Japan. 

(2) 久美は長い間，花火に興味があります。 

 Kumi has ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ interested in fireworks for many years. 

(3) 人類は自然とともに生きていかなければなりません。 

 Humans must live with ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(4) 私は緊張していたので真夜中まで寝ることができませんでした。 

 I could not sleep until ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ because I was nervous. 

(5) 太陽がウルルを照らし，ウルルは紫色に見えます。 

 The sun ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ on Uluru and it looks purple. 

(6) 緑市はその甘い桃で有名です。 

 Midori-shi is famous for its ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ peaches. 

(7) フィンランドで，スオミネンさんはスキーをするためによく森へ行きました。 

 Ms Suominen often went to the forest to ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ in Finland. 

(8) 昨夜，私たちは東京スカイツリーの美しい光を見ました。 

 We saw beautiful ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ of TOKYO SKYTREE last night. 

(9) ウミガメは危険な状態にあるので，私たちがそれらを保護するつもりです。 

 Sea turtles are in danger so we will ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ them. 

(10) アキラさんは地雷を取り除き続けています。 

 Aki Ra ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ to remove landmines. 

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) エイミーは 3 年生の時に日本に来ました。 

 Amy came to Japan when she was ＿＿＿＿＿＿＿ the third ＿＿＿＿＿＿＿ . 

(2) ボブは長い間ずっと，バスケットボールをしています。 

 Bob has played basketball for a ＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ . 

(3) 久美は有機栽培の野菜を世話しなければなりません。 

 Kumi has to ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ organic vegetables. 

(4) メイリンは山に鳥を見に行きました。 

 Meiling ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ birds in the mountain. 

(5) ご親切にどうもありがとう。 

 It’s very ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ you. 

 

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) 私はこの自転車を 6 ヶ月間使っています。 

（ used, have, this bike, I, for ）six months. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ six months. 

(2) エマは先週からずっと忙しい。 

（ busy, has, since, Emma, been ）last week. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ last week. 

(3) ブラウン先生は日本に来て以来，ずっと英語を教えています。 

（ taught, since, has, English, Ms Brown ）she came to Japan. 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ she came to Japan. 

(4) 久美は 2012 年からずっと剣道の練習をしていますか。 

（ kendo, has, since, practiced, Kumi ）2012? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2012? 

(5) あなたはどのくらい福岡に住んでいますか。 

（ you, in, have, long, lived, how ）Fukuoka? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Fukuoka? 
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４【理解】次のスオミネンさんの文章を読み,あとの問いに答えましょう。 [2 点×9] 

Finland is a country of forests and lakes.  We have lived with them for a 

long time.  Nature has always been a part of our daily lives. 

Summer is short in Finland, but the days are long.  The midnight sun 

shines on the forests. 

My grandfather has a house in the forest.  He and I often went ① there in 

summer.  I swam in cold lakes.  We picked sweet blueberries together. 

He often said, “We are one with the forest.  We must respect ② it and care 

for it.  Then the forest will always be there for us.”  His words touched me. 

Winter is long in Finland, and the days are very short and very cold.  The 

forests are still a part of our lives. 

When I was a child, my mother and I often went skiing in the forest. 

Sometimes I saw the northern lights in the sky.  One night she said, “Look at 

these footprints.  They were made by a reindeer.  We share the forest with 

many animals.” 

We Finns love our forests and have protected them.  In this way, future 

generations will continue to live with them. 

 

(1) 下線部①と②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 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 本文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) フィンランドでは，夏に「真夜中の太陽」を見ることができます。 （  ） 

b) スオミネンさんは，冬に，森の中でトナカイを見ました。    （  ） 

c) フィンランドの人々は，たくさんの動物を保護しています。    （  ） 

(3) 次の空欄 A・B に適する語の組み合わせを，それぞれア～エから選びましょう。 

a) Summer is  A  but winter is  B  in Finland.       （  ） 

b) In Finland, the days are  A  in summer but  B  in winter.  （  ） 

ア. A long  B long     イ. A short  B long 

ウ. A long  B short     エ. A short  B short 

(4) スオミネンさんが，夏に森でしたことを，2 つ日本語で書きましょう。 

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

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

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

Yuka:  Cathy, I don’t feel well. 

Cathy:       ①      

Yuka:  I have a headache. 

Cathy:       ②       Let’s go to the nurse. 

Yuka:  It’s very kind of you. 

① ＿＿＿＿＿  ② ＿＿＿＿＿ 

ア．How about you?   イ．What’s the matter? 

ウ．That’s too bad.   エ．That sounds great. 
 

６【表現】表を見て，あとの質問にそれぞれ3語以上の英文で答えましょう。 [2点×4] 
 

 由香
ゆ か

 ポール 

カナダ 緑市 住んでいるところ

とそこに住み始め

た時期 2009年から 10歳のときから 

バスケットボール サッカー 好きなスポーツと

それをプレイして

いる期間 3ヶ月 5年間 

(1) Has Yuka lived in Canada for three months? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) How long has Yuka played basketball? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3) Has Paul played soccer for five years? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(4) How long has Paul lived in Midori-shi? 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 


