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①忘れてはいけない。
Wash your hands in ② 正しい方法．
Look in the mirror to check your ③ 外見．
④ Greet customers with a smile to welcome them．
⑤ ( in / to / I'm / restaurants / jobs / about / here / learn)．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英単語２語で書きなさい。
（２）　②の日本語を英単語３語で書きなさい。
（３）　③の英単語を書きなさい。
（４）　④を「them」が誰なのかを明らかにして，日本語に訳しなさい。
（５）　⑤を「わたしはレストランでの仕事について学ぶためにここにいます」という日本語になるように並びかえなさい。

appearance

(4)

(5)

お客さんを歓迎するためににっこり笑って挨拶して

I'm here to learn about jobs in restaurants．

(1) Don't forget (2) the right way (3)

中２　Reading ～　Unit ３　～ 氏名（　　 　解答　　　　）
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Alex ： Deepa，where did you go （① in / on / at ）Career Day？ 
Deepa ： I went to an Italian restaurant．② わたしはシェフになりたい。
Alex ： Wow．How was it？
Deepa ： It was ③ 面白い，but I got tired．④ I tried to learn the whole menu，I couldn't．
Alex ： I see．I went to a newspaper company．⑤ ぼくはジャーナリストになりたい。
Deepa ：⑥ おもしろそうだね。 I want to hear about it．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の中から適切な単語を選びなさい。
（２）　②の日本語に合うように英語６語で書きなさい。
（３）　③を英単語で書きなさい。
（４）　④の英文を日本語に訳しなさい。
（５）　⑤の日本語に合うように英語６語で書きなさい。
（６）　⑥を英単語２語で書きなさい。
（７）　次の質問に英語で答えなさい。

(a)　Where did Deepa go on Career Day？
(b)  Where did Alex go on Career Day？

Sounds interesting．

She went to an Italian restaurant． He went to a newspaper company．

(5) (6)

(7) (a) (b)

I want to be a journalist．

(1) (2) (3)

(4)

on I want to be a chef． interesting

わたしはすべてのメニューを学ぼうとしたが，出来なかった。
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Kota and I went to a newspaper company on Carrer Day．Mr．Suzuki，a journalist，showed us around the office．
Then ① he took us out to interview a soccer player．
Mr．Sizuki ② 教えた us，“Newspapers are ③ 重要 to people everywhere．(④ the news / we / to / day / need
/ every / report)．⑤ We have many things to do．”
Now I read newspapers every morning．For my ⑥ 将来，⑦ わたしは学ぶべきことがたくさんあります。

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の英文を日本語にしなさい。
（２）　②の日本語を英単語で書きなさい。
（３）　③の日本語を英単語で書きなさい。
（４）　④を「わたしたちは毎日ニュースを報道する必要があります。」という日本語になるように並びかえなさい。
（５）　⑤の英文を日本語にしなさい。
（６）　⑥の日本語を英語にしなさい。
（７）　⑦の日本語を英語６語で書きなさい。
（８）　次の質問に英語で答えなさい。　What does Alex do every morning？

told

important We need to report the news every day．

(2)

(7)

(8)

I have many things to learn．

He reads newspapers every morning．

(3) (4)

(5) わたしたちはするべきことがたくさんあります。 (6)

(1)

future

彼はサッカー選手にインタビューするために，わたしたちを連れ出しました。
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I went to a soccer stadium to interview Miyama Aya．Mr．Suzuki，a journalist，① 連れていった us there．
Mr．Miyama played for some teams in the United Stares．② I want to play soccer abroad in the future，too．
So ③ わたしは彼女にいくつか助言を求めました。 She said，“ You need to ④ と仲良くする  your teammates．
Get a lot of experience．It's all about your heart．” Her message ⑤ ～を感動させる me．
(⑥ not / to / easy / is / play / abroad ）．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英単語を書きなさい。
（２）　②の英文を日本語に訳しなさい。
（３）　③の日本語を英語６語で書きなさい。
（４）　④の日本語を英単語３語で書きなさい。
（５）　⑤の日本語を英単語で書きなさい。
（６）　⑥を「海外でプレーすることは簡単ではない。」という日本語になるように英語を並びかえなさい。
（７）　次の質問に英語で答えなさい。

(a)　What did Miyama say to Kota？
(b)  Is to play abroad easy？
(c)  What does Kota want to do in the future？

took わたしも将来，海外でサッカーをしたいです。

I asked her for some advices． get along with

(ｂ)

(c)

No，it's not．

He wants to play soccer abroad in the future．

(5) impressed (6)

(7)

(a) She said “You need to get along with your teammetes．

To play abroad is not easy．

(1) (2)

(3) (4)
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