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Homestay Advice
 You're （①　～の一員）the family． （②　follow / you / to / the family's rule / have ）．You have to speak English 
here．But ③　you don't have to speak perfect English． Communication is important.

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を英単語を３語で書きなさい。
（２）　②を「あなたは，その家族のルールに従わなければならない。」という英文になるよう並びかえなさい。
（３）　下線部③の文を日本語に訳しなさい。

中２　Reading ～　Unit ４　～ 氏名（　　 　解答　　　　）

(1) a member of (2) You have to follow the family's rule

(3) あなたは，完璧な英語を話さなくてもよい
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Mrs．Wilson： Saki, did you sleep well？
Saki ： Yes, thank you．
Mrs．Wilson：  Well，make your bed and come downstairs．
Saki ： Make my bed？
Mrs．Wilson： Yes．（①　make / all / we / to / our / have / own / beds ）．
Saki ： OK．But I don't know （②　what / who / how ）．
Mrs．Wilson： All right．I'll show you．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「私たちはすべて，私たちのすべてのベッドを作らなければならない。」という英文になるよう並びかえなさい。
（２）　②の中から適切な英単語１語選びなさい。

(1) We all have to make our own beds (2) how
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Saki
　Everyone in my host family is （① 親切） to me．But （②　my host mother / me / too much / gives / food / 
always ） ．Do I have to eat （③　すべて），or can I tell her？

Teacher's answer
  ④ You must tell your host mother．Say，"I'm sorry．The food tastes delicious，but I can't eat that much．”
She'll understand.
-A few days later.-

Saki
  Thank you （⑤　　） your advice．It worked！Now I can really enjoy my meals．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①，③を英単語１語でかきなさい。
（２）　②を「わたしのホストファミリーは，いつもとても多くの食べ物をわたしにくれます。」という英文になるよう並びかえなさい。
（３）　下線部④の文を日本語に訳しなさい。
（４）　⑤に入る適切な英単語１語かきなさい。

(3) あなたは，あなたのホストマザーに伝えなければならない。 (4) for

(1) ① ③kind everything

(2) my host mother always gives me too much food
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Saki
　 My host family is very busy．“They don't （①　つれていく） me （②　どこでも），so （③　nothing / on / to / I / do
/ have / weekends ）．Saki's host family always takes her to interesting places．

Calro
  You must not （④　比べる） host families. Your family has its good points．⑤　Try to find them．They're （⑥　親切）
and interesting．Talk to them．
-A few days later.-

Saki
  You're right．I （⑦　find）my family's good points．⑧ They try hard to talk with me．They like to laugh．Actually，
they'er very friendly．Thank you．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①，②，④，⑥を英単語１語でかきなさい。
（２）　③を「わたしは，週末することが何もないです。」という英文になるよう並びかえなさい。
（３）　下線部⑤の文を「them」がさす内容を明らかにして日本語に訳しなさい。
（４）　⑦を適切なかたちになおしなさい。
（５）　下線部⑧の文を日本語に訳しなさい。

found (5) 彼らは，一生懸命にわたしに話しかけてくれようよしてる。

(2)

(3)

I have nothing to do on weekends

あなたのホストファミリーのいい点を探してみようとしなさい。

(4)

(1) ① take ② anywhere ④ compare ⑥ kind
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