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①　Back to School Sale
Midori Stationery Shop is （②　 have / had / having / has ） a sale．
This pen was 150 yen last week． Now ③ it's 100 yen． Five notebooks were 500 yen．
Now　④（　　　　）　400 yen．⑤　（見逃すな） this sale． 

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から適切な単語を選びなさい。
（３）　下線部③は何をさしていますか。日本語で具体的に答えなさい。
（４）　④の（　　　）に入る単語を書きなさい。
（５）　⑤の意味を英語２語で書きなさい。

新学期セール having

(5) Don’t miss

氏名（　　 　解答　　　　）

(1) (2)

(3) (4) They're　（They are)先週150円だったペン

中２　Reading ～　Unit １　～
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Saki ： Are you ready，Deepa？
Our class starts （①　あと数分で）

Deepa ： ②　Just a second！．．．．．OK．Let's go．
Saki ： （③　あなたは何をしていたの？）
Deepa ： （④　was / my / pencil case / for / I  / looking / ．）
Saki ： Oh，did you buy that？ It's nice．
Deepa ： Thanks．I （⑤　bought / buy / buyed ） yesterday at the back to school sale．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本文に合うように英語４語で答えなさい。
（２）　②の英語を日本語に訳しなさい。
（３）　③の日本語に合うように英語４語で書きなさい。
（４）　④を「私は筆箱を探していました。」という英文に並びかえなさい。
（５）　⑤の中で適切なかたちを選びなさい。

ちょっと待って

I was looking for my pencil case．What were you doing？

bought

(1) (2)

(3) (4)

(5)

in a few minutes
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①　April 20，4：25 a.m.
Hi．I'm Judy Smith from the United States．
I'm （②　by / in / on / from ） the seventh grade．
My school starts in （③　9月） and ends in （④　6月）．Is it the same in Japan？
My school has lots of fun events．Last month，we had a dance．
（⑤　先生も生徒も両方） danced in the cafeteria （⑥　その日）．
It was fun． What events do you have at your school？

次の各問いに答えなさい。

（１）　下線部を日本語にしなさい。
（２）　②の中から文の意味が通るように単語を一つ選びなさい。
（３）　③の日本語を英語にしなさい。
（４）　④の日本語を英語にしなさい。
（５）　⑤の日本語を英語4語でかきなさい。
（６）　⑥の日本語を英語3語でかきなさい。

on that day

4月20日　午前4時25分 in(1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

Both students and teachersJuneSeptember
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I was surprised．（①　from / your / different / is / school / ours / ．） In Japan，the school year starts in （②　４月）．
（③　あなたたちはみんな幸せそうに見えます！）　Our school funs events，（④　のように） a chorus contest．
Each class sings to together on stage．
You wrote your message at 4：25 a．m．Japan time．（⑤　わたしはそのとき寝ていました。）
Now you're sleeping，right？
（⑥　far away / we / from / each / live / other ），but we can be friends．（⑦　連絡を保ちましょう。）

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「あなたの学校はわたしたちの学校とはちがっています。」という英文に並びかえなさい。
（２）　②の日本語を英単語1語でかきなさい。
（３）　③の日本語を英単語4語でかきなさい。
（４）　④の日本語を英単語1語でかきなさい。
（５）　⑤の日本語を英単語4語でかきなさい。
（６）　⑥を「ぼくたちはお互いに遠くはなれて暮らしています。」という英文に並びかえなさい。
（７）　⑦の日本語を英語４語で書きなさい。

Your school is different from ours． April

You all look happy！ like

　I was sleeping then． We live far away from each other

(7) Let's keep in touch．

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)
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