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① ～しに来る　Laugh！
 There　（②　　）　a single cushion on the stage．　There　（③　　） many seats for the audience．
④　何がここで起きるのでしょうか？
　Japanese comic storytelling
 DATE ： ⑤　12月10日　　TIME：2：30p．m   　PLACE：Midori Theater

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に入る適切な英単語を１語で書きなさい。
（３）　③に入る適切な英単語を１語で書きなさい。
（４）　④の日本語を英語４語で書きなさい。
（５）　⑤の日本語を英単語１語と数字１語で書きなさい。

Come and

What will happen here？ December 10th

中２　Reading ～　Unit ６　～ 氏名（　　 　解答　　　　）
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Alex ： （① rakugo / is / like / what )？． 
Kota ： Well，one performer plays ②　いくつか　③　さまざま　characters．
Alex ： Wow． Is there a special stage set？
Kota ： ④　はい，あります．But it's simple． There's ⑤ ただ…だけ a cushion．
Alex ： Are there ⑥ いくつか props．
Kota ： ⑦　はい，あります．A fan and hand towel．The performer uses ⑧ them ⑨違った方法で

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「落語ってどのようなものですか。」という日本語になるよう並びかえなさい。
（２）　②の日本語を英単語１語で書きなさい。
（３）　③の日本語を英単語１語で書きなさい。
（４）　④を前文の答えになるように英語で答えなさい。
（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の前文の答えになるように英語で答えなさい。
（８）　⑧は何をさしてますか。英語で答えなさい。
（９）　⑨の日本語を英単語３語で書きなさい。

any

a fan and hand towel

in different ways

What is rakugo like several different

(4) (5) (6)

(7) (8)

(9)

Yes，there is．

Yes，there are．

only

(1) (2) (3)

https://iidrill.com/


     

 
https://iidrill.com 

 

　① 最近，rakugo is spreading to other countries．Their cultures are different，so rakugo performers change
parts of the stories．Then，②　みんなはそれらを理解することができる． Laughter is a strong bridge．
　(③ laughter / also / think / good / for / our / that / health / some doctors / is ）．They ④　～でさえ　hold rakugo
shows for their ⑤　患者たち．
  Now，enjoy （⑥  listening / listen / listened ） to some classic rakugo stories in English．

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の日本語になるように英語４語で書きなさい。
（３）　③を「何人かの医者は笑いが健康によいと考えています。」という意味になるように並びかえなさい。
（４）　④を英単語１語で書きなさい。
（５）　⑤を英単語１語で書きなさい。
（６）　⑥から適切な単語を選びなさい。
（７）　次の質問に英語で答えなさい。

（a）　Why do rakugo performers change parts of the stories？

Some doctors think that laughter is also good for our health

even patients listening

(7) (a) Because other countries' cultures are different．

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

These days everyone can understand them

https://iidrill.com/


     

 
https://iidrill.com 

 

 

 

 

 

In a cafeteria，three classmates are talking （①　　　） scary things．
Ann：②　わたしは～が怖い　snakes．
Eric：Well，②　わたしは～が怖い　tests．
省略
Mark：Yes．(③　see）donuts is really scary．So ④　わたしは食べている them．Oh，I ⑤ forget to tell you．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①に入る適切な英単語を書きなさい。
（２）　②を英語３語で書きなさい。
（３）　③を適切なかたちになおしなさい。
（４）　④を英語２語で書きなさい。
（５）　⑤の過去形を書きなさい。

about I'm scared of seeing(1) (2) (3)

(4) (5) forgotI'm eating
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