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　Hi，everyone！I'm Ricardo Takahashi from Rio de Janeiro．My （①　祖父） is Japanese．（②　in / I've / a / for / lived 
/ Japan / month　）．
　（③　Japanese / I've / I / little / loved / was / child / anime / since / a ）．I watched some programs in Brazil．
（④　～できてうれしい） I could finally come to Japan．

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を「わたしは１か月間ずっと日本に住んでいます。」という英文に並びかえなさい。

（３）　③を「わたしは幼い子どものころからずっと日本のアニメが大好きです。」という英文に並びかえなさい。

（４）　④の日本語を英語２語で書きなさい。

(3) (4)

中３　Reading ～　Unit ２　～ 氏名（　　 　　　　　　　）

(1) (2)
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Ricardo ：　Hey，Kota．You're （①　in / on / to / by ）the soccer team，（②　　　　　）？
Kota ：　Yes．How did you know that？
Ricardo ：　Paulo，your coach，（③　tell ）me about you． 

　（④　彼は私にサッカーを教えた） when he was in Brazil．
Kota ：　Really？（⑤　あなたはどれくらい彼と知り合いなのですか。）
Ricardo ：　（⑥　約８年間くらいです。）Now he often comes to our house in Japan．
Kota ： Wow．⑦　It's a small world．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の中で適切な単語を選びなさい。

（２）　②の（　　　）にあてはまる英語を２語で書きなさい。

（３）　③の英語を適切なかたちになおしなさい。

（４）　④の日本語を英語４語で書きなさい。

（５）　⑤の日本語を英語６語で書きなさい。

（６）　⑥の日本語を英語４語で書きなさい。

（７）　⑦の英語を日本語で書きなさい。

(4) (5)

(6) (7)

(1) (2) (3)
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　Look at this picture．It looks like the sea，（①　　　　　　）？ Actually，it's a river，the Amazon．It's the largest river
in the world．
　（②　important / for / been / the Amazon / many / to / has / years / Brazil ）．（③　It's / Its / It is ）water power
produces about eighty percent of Brazil's electricity．
　④　The Amazon has been helpful to everyone here，too．It runs （⑤　を通って）  a （⑥　巨大な） rain forest．That
forest produces about twenty percent of the world's oxygen．The oxygen in this classroom may （⑦　から来る）Brazil．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①に入る適切な英語を２語書きなさい。

（２）　②を「アマゾン川は何年間も，ブラジルにとって重要であり続けています。」という英文に並び変えなさい。

（３）　③の中から適切な単語を選びなさい。

（４）　下線部④を日本語にしなさい。

（５）　⑤の日本語を英単語１語で書きなさい。

（６）　⑥の日本語を英単語１語で書きなさい。

（７）　⑦の日本語を英単語２語で書きなさい。

(5) (6) (7)

(1) (2)

(3) (4)
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　The rain forest of the Amazon has many unique animals．①　These animals have been there for a long time，but they're
losing their home now．
　People are destroying the rain forest．（②　それは何年間も続いてます。）．（③　　）the 1970s　（③'　　）2010，about 
740,000 square kilometers of the forest （④　なくなる）．That's （⑤　ほとんど）（⑥　二倍）the size of Japan．
　（⑦　since / been / about / I / worried / this / problem / I've / in / was / elementary school ）．I want to become a
scientist and do something for the plants and animals of the Amazon．The Amazon is a treasure of the world．

次の各問いに答えなさい。

（１）　下線部①を日本語にしなさい。
（２）　②の日本語を英語５語で書きなさい。。
（３）　③の（　　　）二つに入る適切な単語をそれぞれ１語書きなさい。
（４）　④の日本語を英語１語で書きなさい。
（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を「わたしは小学校のときからずっとこの問題を心配しています。」という英文に並びかえなさい。

(7)

(4) (5) (6)

(1)

(2) (3) ③ ③'
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