
     

 
https://iidrill.com 

 

 

 

 

 

Hi，Deepa．
What are your plans for the （①休日）？
（②　the U.K / week / going / I'm / next / visit / to / ．）　My sister and I （③　　　）going to see many things．
Do you want anything from the U.K．？
Kota

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英語にしなさい。
（２）　②を「ぼくは来週，イギリスを訪れるつもりです。」という英文に並びかえなさい。
（３）　③に当てはまるbe動詞を書きなさい。

(1) (2)

(3)

中２　Reading ～　Unit ２　～ 氏名（　　 　   　　　　）
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Officer ：　（①　passport / me / show / your / ， / please / ． ）
Kota ：　Sure．Here you are．
Officer ：　What's the （②　目的） of your visit？ 
Kota ：　（③　観光）
Officer ：　（④　どれくらいのあなたは滞在する予定ですか。）
Kota ：　（⑤　５日間です。）
Officer ： （⑥　you / stay / going / are / ？ / where / to ）
Kota　：　At my sister's house in London．
Officer ： I see．Enjoy your stay．
Kota ： Thank you．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「あなたのパスポートを見せてください。」という英文に並びかえなさい。
（２）　②の日本語を英語にしなさい。
（３）　③の日本語を英語にしなさい。
（４）　④の日本語を英語７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を「あなたはどこに泊まる予定ですか。」という英文に並びかえなさい。

(5) (6)

(1) (2)

(3) (4)
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 Look at that clock tower （①　そばに） the Thames． ② It's about 150 years old．
（③　people / it / call / Big Ben / many ）．Maybe the name （④　に由来する） its builder，Benjamin Hall．
He was a very big man．
 Now，we're going to ride that big Ferris wheel，⑤　It's about 20 years old．（⑥　it / people / the London Eye / call ）．
It's 135 meters tall． We can see a great view from the top．
 In London，we can find （⑦　　　）old buildings （⑧　　　）new ones．It's really interesting．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英語にしなさい。
（２）　下線部②は何をさしていますか。英語で答えなさい。
（３）　③を「多くの人々がそれをビッグベンと呼びます。」という英文に並びかえなさい。
（４）　④の日本語を英語２語で表しなさい。
（５）　下線部⑤は何をさしていますか。英語で答えなさい。
（６）　⑥を「人々はそれをロンドンアイと呼びます」という英文に並びかえなさい。
（７）　⑦と⑧にあてはまる英語をそれぞれ一語で書きなさい。

(4) (5)

(6) (7) ① ②

(1) (2) (3)
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 Emi and I are at Oxford University now．（①　to / one hour / took / it / by / Oxford / London / train / from / about ）．
 Look．This is the dining Hall．Maybe you know it from the Harry Potter movies．I love them．
So I （②　を思い出す） this hall from many scenes．Now I'm looking at the real thing．It's amazing．
 We can see （③　　）many things in our travels．The world （④　でいっぱいになる）interesting places．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「ロンドンからオックスフォードまでは約１時間かかりました。」という英文に並びかえなさい。
（２）　②の日本語を英語にしなさい。
（３）　③に入る単語をローマ字２文字で書きなさい。（たくさんという意味になります）
（４）　④の日本語を英語３語で書きなさい。

(1)

(2) (3) (4)
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