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　This is a famous painting by Vincent van Gogh．①　It is loved by many people．
　Van Gogh （②　によって影響を与えられた） ukiyo-e．③　Some ukiyo-e prints are shown in this painting．
（④　from / they / brought / Europe / Japan / were / to ）． 

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を日本語に訳しなさい。

（２）　②の日本語になるように英語３語で書きなさい。

（３）　③を日本語にしなさい。

（４）　④を「それらは日本からヨーロッパに持って来られました。」という英文に並びかえなさい。

(3)

(4)

中３　Reading ～　Unit １　～ 氏名（　　 　　　　　　　）

(1) (2)
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Ms baker ： （①　this / painted / by / also / picture / was / the same / person）？
Kota ： Yes，it was．
Ms baker ： （②　それはいつかかれたのか。） Is the year （③　write） in the book？
Kota ： Yes．（④　それは1887年にかかれました。）
Ms baker ：I see．（⑤　そのとき），Japanese culture was popular in Europe．
Kota ： Really？⑥　How about now？

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「この絵も同じ人によってかかれたのですか。」という英文に並びかえなさい。

（２）　②の日本語を英語４語で書きなさい。

（３）　③を適切なかたちになおしなさい。

（４）　④の日本語を英語と数字あわせて５語で書きなさい。

（５）　下線部⑤の日本語を英語１語で書きなさい。

（６）　下線部⑥を日本語にしなさい。

(6)

(2) (3)

(4) (5)

(1)
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　Japanese manga and anime characters are loved （①　at / in / by / to）many countries．Doraemon is one
good （②　例）．In 2012，③　he was given special birthday parties in Hong Kong and Taiwan． Many Doraemon
fans celebrated his 100-year “before”birthday．
　（④　もう一つの人気の例）of Japanese pop culture is the word “kawaii”．“Kawaii” is also used outside Japan
now．A lot of people（⑤　にひきつけられている） kawaii culture （⑥　～ような） Hello Kitty goods and （⑦　　　）
unique designs．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①から適切な単語を選びなさい。

（２）　②の日本語を英単語１語で書きなさい。

（３）　下線部③を日本語にしなさい。

（４）　④の日本語を英語３語で書きなさい。

（５）　⑤の日本語を英語３語で書きなさい。

（６）　⑥の日本語を英語２語で書きなさい。

（７）　⑦に入る英単語を書きなさい。

(6) (7)

(3)

(4) (5)

(1) (2)

https://iidrill.com/


     

 
https://iidrill.com 

 

　I read about ukiyo-e and Japanese pop culture today．I knew （①　ほとんどない） about （②　they ） before，but I
learned that both are much loved in （③　外国）．（④　me / it / proud / makes / Japan / of ）．
 I also learned that ukiyo-e was pop culture in Japan （⑤　の間） the Edo （⑥　時代）．（⑦　実は），ukiyo-e prints
were （⑧　sell） like posters．
　I think manga and anime will be traditional Japanese arts like ukiyo-e （⑨　いつか）．⑩　Maybe even kawaii culture
can become a part of Japanese tradition．（⑪　この考えは私を幸せにする。）

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英語１語で書きなさい。

（２）　②の英単語を適切なかたちにしなさい。

（３）　③の日本語を英語２語で書きなさい。

（４）　④を「それは私に日本の誇りをもたせる。」という英文に並びかえなさい。

（５）　⑤の日本語を英語１語で書きなさい。

（６）　⑥の日本語を英語１語で書きなさい。

（７）　⑦の日本語を英語２語で書きなさい。

（８）　⑧の英単語を適切なかたちにしなさい。

（９）　⑨に日本語を英語１語で書きなさい。

（10）　下線部⑩を日本語にしなさい。

（11）　⑪の日本語を英語５語で書きなさい。

(9) (10)

(11)

(4) (5)

(6) (7) (8)

(1) (2) (3)
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