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①　製品 for Everyone
　These are universal design products． You can ② them  easily and safely．
（③ we / a catalog / interested / if / you / will / are / send / ， / you ）．
Our ④ 電話  numbar is 5390-7416．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英単語で書きなさい。
（２）　②の日本語を具体的に英語で書きなさい。
（３）　③を「もし興味があれば，私たちはあなたにカタログをおくります。」
（４）　④の日本語を英語で答えなさい。
（５）　次の質問に英語で答えなさい。

（a) What is our phone number？

Products universal design products

If you are interested，we send you a catalog

phone It's 5390－7416．(4) (5) (a)

中２　Reading ～　Unit ５　～ 氏名（　　 　解答　　　　）

(1) (2)

(3)
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Kota ： （① mistook / last / the shampoo / the conditioner / night / I / for ）． 
　I washed my hair ② 二回 ．

Deepa ： （③ you / that / shampoo bottles / know / did / have / bumps )？
Kota ： Bumps？ ④　いいえ，知りません。
Deepa ： ⑤ It's a universal design．
Kota ： What's a universal design？ 
Deepa ：It's a design for everyone．⑥ ユニバーサルデザインはよいものだと私は思う。

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「私は昨夜，シャンプーをコンディショナーと間違えた。」という日本語になるよう並び替えなさい。
（２）　②の日本語を英単語１語で書きなさい。
（３）　③を「あなたは，シャンプーのボトルにはでこぼこがあることを知ってましたか。」という日本語になるよう並びかえなさい。
（４）　④を③の答えになるように，英語３語で書きなさい。
（５）　⑤は具体的に何を示してますか。日本語で答えなさい。
（６）　⑥を日本語になるよう英語７語で書きなさい。
（７）　次の質問に英語で答えなさい。

(a)　How many times did Kota wash his hair？
(b)  What do you think universal design？

twice

Did you know that shampoo bottles have bumps No，I didn't．

シャンプーのでこぼこ I think a universal desing is good．(5) (6)

(7)

(a)

(b) I think a universal desing is good．

He washed his hair twice．

(1) (2)

(3) (4)

I mistook the shampoo for the conditioner last night
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I used a wheelchair ①　初めて　in my life today． （②  I / I / when / couldn't / sat / it / in / easily / it / use / ，）
③ わたしは少しこわいと感じた。 
④ わたしがバスに乗ろうとした， but it was ⑤ 難しい ．　The bus door was wide．⑥ たとえそうでも，it was very hard．
I needed a lot of　help．
I learned an ⑦ 重要な教訓　from this experience．⑧ これからは， when I see someone in need，I'll ⑨手を貸す．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本語を英単語４語で書きなさい。
（２）　②を「それに座ったとき，わたしはそれを簡単に使うことができませんでした。」という日本語になるよう並びかえなさい。
（３）　③を英語５語で書きなさい。
（４）　④を英語７語で書きなさい。
（５）　⑤を英単語１語で書きなさい。
（６）　⑥を英語２語で書きなさい。
（７）　⑦を英語２語で書きなさい。
（８）　⑧を英単語３語で書きなさい。
（９）　⑨を英単語４語で書きなさい。

(8) (9)

difficult

From now on give them a hand

(3) (4)

(5) (6) Even so (7)

I felt a little scared． I tried to get on a bus

(1) (2) When I sat in it，I couldn't use it easily．for the first time

important lesson
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Universal design products are all around us．①　例えば， look at this plastic bottle．
（② it / a special shape / we / it / can / because / easily / hold / has ）．
Now，lool at this ③ 写真．Do you see the ramp ④ そば　the stairs？
⑤ If you're in a wheelchair，or pushing a stroller，you can use the ramp．
⑥ 最近，many public places use the idea of universal design ．I think it's great because the products are
useful for everyone．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を英語２語で書きなさい。
（２）　②を「特別な形をしているので，それを簡単に持つことができます。」という日本語になるよう並びかえなさい。
（３）　③を英単語１語で書きなさい。
（４）　④を英単語１語で書きなさい。
（５）　⑤の英語を日本語で書きなさい。
（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)　Why does Kota think universal design is good？

Because he thinks it is useful for everyone．

(3) (4) by (5) もし，あなたが車いすかベビーカーを押しているならば，あたなは傾斜道を使うことができる。

(6) (7) (a)

picture

These days

(1) (2) We can hold it easily because it has a special shapeFor example
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