
     

 
https://iidrill.com 

 

Hello，（①みなさん）．I'm Ando Saki．（② went / two / Fukui / to / with / my / I / years / family / ago / ．）　
This picture of a dinosaur museum．(③　can / get / lot / we / a / of / information ） about dinosaurs 
and natural history at the museum．
④　We enjoyed delicious food，too．　⑤　例えば，　We （⑥　eat / ate / eated / eats ） Echizen soba ．
⑦　私たちは楽しい時間を過ごしました。 Thank you．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の英単語を書きなさい。
（２）　②を「わたしは２週間前に家族と福井に行きました。」という英文に並びかえなさい。
（３）　③を「私たちはたくさんの情報を得ることができる」という英文に並びかえなさい。
（４）　④を日本語に訳しなさい。
（５）　⑤を日本語に合うように英語２語で書きなさい。
（６）　⑥の中から意味が通ずるように単語を一つ選びなさい。
（７）　⑦を日本語に合うように英語５語で書きなさい。

We had a good time．

(3) (4)

(5) (6) (7)

We can get a lot of information わたしたちは，おいしい食べ物も楽しんだ。

For example ate

中２　Reading ～　Unit ０　～ 氏名（　　 　解答　　　　）

(1) everyone (2) I went to Fukui with my family two years ago．
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Deepa ： （① get / Fukui / how / did / to / you / ？） 
Saki ： We went there （②　at / by / on / in ）car．
Alex ： Can we see a tyrannosaurus in the museum ?
Saki ： Yes，we can．
Kota ： （③　did / spend / the museum / at / how / you / many / hours / ？）
Saki ：　④　We spent three hours there．　We saw a lot of dinosaurs．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「あなたたちはどうやって福井に着いたですか。」という英文に並びかえなさい。
（２）　②から適切な単語を選びなさい。
（３）　③を「あなたたちは何時間その美術館で過ごしましたか。」という英文に並びかえなさい。
（４）　④の英文を日本語に訳しなさい。

How did you get to Fukui？ by

How many hours did you spend at the museum？

私たちは，そこで３時間過ごしました。　

(1) (2)

(3)

(4)
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①　Back to School Sale
Midori Stationery Shop is （②　 have / had / having / has ） a sale．
This pen was 150 yen last week． Now ③ it's 100 yen． Five notebooks were 500 yen．
Now　④（　　　　）　400 yen．⑤　（見逃すな） this sale． 

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を日本語に訳しなさい。
（２）　②から適切な単語を選びなさい。
（３）　下線部③は何をさしていますか。日本語で具体的に答えなさい。
（４）　④の（　　　）に入る単語を書きなさい。
（５）　⑤の意味を英語２語で書きなさい。

新学期セール having

(5) Don’t miss

氏名（　　 　解答　　　　）

(1) (2)

(3) (4) They're　（They are)先週150円だったペン

中２　Reading ～　Unit １　～
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Saki ： Are you ready，Deepa？
Our class starts （①　あと数分で）

Deepa ： ②　Just a second！．．．．．OK．Let's go．
Saki ： （③　あなたは何をしていたの？）
Deepa ： （④　was / my / pencil case / for / I  / looking / ．）
Saki ： Oh，did you buy that？ It's nice．
Deepa ： Thanks．I （⑤　bought / buy / buyed ） yesterday at the back to school sale．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①の日本文に合うように英語４語で答えなさい。
（２）　②の英語を日本語に訳しなさい。
（３）　③の日本語に合うように英語４語で書きなさい。
（４）　④を「私は筆箱を探していました。」という英文に並びかえなさい。
（５）　⑤の中で適切なかたちを選びなさい。

ちょっと待って

I was looking for my pencil case．What were you doing？

bought

(1) (2)

(3) (4)

(5)

in a few minutes
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①　April 20，4：25 a.m.
Hi．I'm Judy Smith from the United States．
I'm （②　by / in / on / from ） the seventh grade．
My school starts in （③　9月） and ends in （④　6月）．Is it the same in Japan？
My school has lots of fun events．Last month，we had a dance．
（⑤　先生も生徒も両方） danced in the cafeteria （⑥　その日）．
It was fun． What events do you have at your school？

次の各問いに答えなさい。

（１）　下線部を日本語にしなさい。
（２）　②の中から文の意味が通るように単語を一つ選びなさい。
（３）　③の日本語を英語にしなさい。
（４）　④の日本語を英語にしなさい。
（５）　⑤の日本語を英語4語でかきなさい。
（６）　⑥の日本語を英語3語でかきなさい。

on that day

4月20日　午前4時25分 in(1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

Both students and teachersJuneSeptember
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I was surprised．（①　from / your / different / is / school / ours / ．） In Japan，the school year starts in （②　４月）．
（③　あなたたちはみんな幸せそうに見えます！）　Our school funs events，（④　のように） a chorus contest．
Each class sings to together on stage．
You wrote your message at 4：25 a．m．Japan time．（⑤　わたしはそのとき寝ていました。）
Now you're sleeping，right？
（⑥　far away / we / from / each / live / other ），but we can be friends．（⑦　連絡を保ちましょう。）

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「あなたの学校はわたしたちの学校とはちがっています。」という英文に並びかえなさい。
（２）　②の日本語を英単語1語でかきなさい。
（３）　③の日本語を英単語4語でかきなさい。
（４）　④の日本語を英単語1語でかきなさい。
（５）　⑤の日本語を英単語4語でかきなさい。
（６）　⑥を「ぼくたちはお互いに遠くはなれて暮らしています。」という英文に並びかえなさい。
（７）　⑦の日本語を英語４語で書きなさい。

Your school is different from ours． April

You all look happy！ like

　I was sleeping then． We live far away from each other

(7) Let's keep in touch．

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)
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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。

(3) are

中２　Reading ～　Unit ２　～ 氏名（　　 　解答　　　　）

(1) (2)holidays I'm going to visit the U．K． next week．
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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。

purpose

Sightseeing How long are you going to stay？

For five days Where are you going to stay？

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

Show me your passport，please．
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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。

big Ferris wheel

People call it the London Eye ① ② andboth

beside the Thames Many people call it Big Ben

(6) (7)

(1) (2) (3)

(4) comes from (5)
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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。

is full of

(1)

(2) (3) so (4)

It took about one hour from London to Oxford by train．

remember
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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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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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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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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　　　　）

(4) (5)

(1) (2) is (3) are
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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)
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　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
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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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　Let's compare sea animals．①　The dolphin is larger than tuna．　②　But the tuna swims faster than the dolphin．
The blue whale is the largest ③（　　　） all animals．It is ④ long than a 25-meter swimming pool！

次の各問いに答えなさい。

（１）　①，②を日本語に訳しなさい。
（２）　③に入る適切な英単語を１語で書きなさい。
（３）　④を適切なかたちに直しなさい。

(2) of (3) longer

(1)

イルカは，マグロより大きい。

しかし，マグロはイルカより，速く泳ぐ。

氏名（　　 　解答　　　　）

①

②

中２　Reading ～　Unit ７　～
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Saki ： Thank　you，Deepa． I love dolphins，so I really enjoyed your book．
Deepa ： Oh，then you should see this movie，Dolphin Tale．①　It's more interesting this book．
Saki ： Really？
Deepa ： Yes．②　( the / miss / don't / ending ）．③ That scene is the most impressive in the movie．
Saki ： OK．I'll check it out．Let's talk about the movie tomorrow． 

次の各問いに答えなさい。

（１）　①を「 Iｔ 」を明らかにして日本語に訳しなさい。
（２）　②を並び替えなさい。
（３）　③の「 That scene 」を明らかにして日本語に訳しなさい。

(1) イルカの尾という映画は，この本より面白い。

(2) Don't miss the ending (3) 結末は，映画の中で最も感動的です。
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　Sawyer is a shy 11-year-old boy．One day，he sees a dolphin on a beach．The dolphin has a ① ひどい tail ② けが．
Sawyer tries to help her．Soon （③ came / rescue / from / some people / an aquarium / to / her )．Sawyer visits 
the aquarium every day to see her．
　Winter knows that Sawyer saved her life．So she ④（　　　　） happy when she sees Sawyer．Winter becomes
his best friend．
　Winter ④（　　　） happy，but her ⑤ 状態 does not get ⑥ よりよく．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①，②，⑤，⑥を英単語を１語で書きなさい。
（２）　③を意味が通るように並びかえなさい。
（３）　④には同じ単語が入る。それを書きなさい。

(2) some people from an aquarium came to rescue her (3) looks

serious ② injury ⑤ condition ⑥ better(1) ①
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　Winter's injury is very bad．The doctor must ①～を切る her tail．②～なしで a tail，she'll die．But making an
artificial one is very expensive．People at the aquarium are sad，but ③ they can't do anything．
　Sawyer ④～を思いつく an idea．He plans a charity event with volunteers．Many people come，and Sawyer
collects money for Winter．Sawyer is ⑤もはや～でない shy．
　Finally，Winter gets a new tail．It's the best thing for her．⑥（ can / other / as / swim / she / as / dolphins / well )．
　This movie is a true story of the bond ⑦～の間 people and animals．

次の各問いに答えなさい。

（１）　①，④，⑤を英単語を２語で書きなさい。
（２）　②，⑥を英単語を１語で書きなさい。
（３）　③を日本語に訳しなさい。
（４）　⑥ を意味の通るように並びかえなさい。

彼らは，なにもすることができない。

(4) She can swim as well as other dolphins

cut off thinks of ⑤ no longer

(2) ① Without ⑥ between (3)

(1) ① ④
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