埼玉県学力・学習状況調査（中学校）

復習シート 第３学年 英語
番
号

組

名
前

（「聞くこと」について問う問題）
１

次の（１）～（３）についての会話を聞き、質問に対する答えとして最も適切なもの
を、ア～エの中から１つずつ選び、その記号を書きなさい。
（１） レベル８～１０

エ

イ
ア
ウ

答え

●
（あなたは、●の地点にいて、↑の方向を向いているものとします。）
【放送される英文】
A : Excuse me. How can I get to the hospital?
B : You are here. Go along this street, and turn right
at the second corner. You’ll find it on your left.
Question : Where is the hospital?

（２）レベル６・７

【放送される英文】
A : Where did you go last Sunday, Miki?
B : I went to the park with my friend and my dog.
Question : Which picture shows Miki?

答え

（３） レベル１１・１2
５月

【今週の予定】

１日
日曜日

２日
月曜日
ア

３日
火曜日
イ

４日
水曜日
ウ

５日
木曜日
エ

【放送される英文】
A : I will make a cake for Tom’s birthday this week.
B : When is his birthday?
A : It’s March 4th. Shall we make it together?
B : Sounds nice. So let’s go shopping for making his

６日
金曜日

７日
土曜日

答え

cake on March 3rd.
Question : When will they go shopping together?
２ それぞれの「ある場面」を説明する英文を聞いて、質問に対する答えとして最も適切
なものを、ア～エの中から１つずつ選び、その記号を書きなさい。
（１） レベル１１・１2
答え
ア What’s wrong?
イ May I speak to Meg?
ウ I’m fine, thank you.
エ How about you?
【放送される英文】
Meg is your friend. She doesn’t look well today.
You are worrying about her.
Question : What do you say to Meg?
（２） レベル１１・１2
ア I’m coming.
イ Can I help you?
ウ Sorry, I can’t.
エ May I come in?
【放送される英文】
Takumi is in his room. He is doing his homework.
His mother is saying“I need your help. Come here.”
but he wants to finish it now.
Question : What does Takumi say to his mother?

答え

埼玉県学力・学習状況調査（中学校） レベル６～１２

復習シート 第３学年 英語
番
号

組

名
前

（「聞くこと」について問う問題）
１

これから放送される会話を聞いて，会話の内容に合うイラストとして最も適切なもの
を下のア～エのうちからそれぞれ１つ選びなさい。 レベル６・７（H27 調査問題）

（放送文）
A : Did you watch the soccer game last Sunday?
B : Yes, it was very exciting. Emma and Tom came to my house that day.
A : So did you watch the game together?
B : Yes, we did.

２

これから放送される英語の話しかけを聞き、それに対する答えとして最も適切なもの
を次のア～エのうちから１つ選びなさい。（平成２４年度埼玉県小・中学校学習状況調査２等）

（１）＜教室で友達に＞
ア Me too.
イ Here you are.

レベル８～１０

ウ That’s right.
エ No, I’m not.
答え

【放送される英文】
Can I use your pen?

（２）＜友人どうしで＞

レベル６・７

ア I like my brother.
イ No, but I have a sister.
ウ He is fine.
エ He has many books.
答え

【放送される英文】
Do you have any brothers?

（３）＜先生が生徒に＞
ア I want a new ball.

レベル６・７

イ I need a book.
ウ I want to sleep.
エ I want to be a soccer player.
[注] ball ボール
答え

【放送される英文】
What do you want to be?

（４）＜先生が生徒に＞

レベル８～１０

ア To my friend’s house.
イ For ten hours.
ウ About ten o’clock.
エ In the evening.
答え

【放送される英文】
What time did you go to bed last night?

（５）＜先生が生徒に＞

レベル１１・１２

ア With my sister.
イ In my room.
ウ For about two hours.
エ For two years.
答え

【放送される英文】
How long did you study last night?

（６）＜母親が家に帰ってきた息子に＞
ア
イ
ウ
エ

レベル１１・１２（H27 調査問題）

It’s over there.
This book is great.
It was big and clean.
I will read this book.

答え

【放送される英文】
How was the new library?

（７）＜放課後、男の子が友達に＞ レベル８～１０（H28 調査問題）
ア Sorry, I didn't bring mine.
イ Sorry, I have to study.
ウ No, I didn't see that.
エ No, I don't like sports.

答え

【放送される英文】
Do you want to see a movie with me tomorrow?

３

これから、ルーシーが自己紹介をします。よく聞いて、英文の内容についての質問（１）、
（２）に対する答えとして最も適切なものをア～エのうちからそれぞれ１つ選びなさい。

（１）ルーシーについて、話している内容と合っているものはどれですか。レベル８～１０
ア ルーシーは、中学生である。
イ ルーシーは、日本語を書くことが苦手である。
答え
ウ ルーシーは、日本の文化に興味がある。
エ ルーシーは、１５歳である。

（２） ルーシーが飼っている犬について、話している内容に合っているものはどれですか。
レベル１１・１２
ア
イ
ウ
エ

ジロウは、ハチより大きい。
ハチは、一番大きくて、一番若い。
クロは、一番小さくて、一番歳をとっている。
ルーシーは、犬を４匹飼っている。

答え

【放送される英文】
Hello. My name is Lucy. I am a high school student. I am 17 years old.
I like studying Japanese. I am interested in Japanese culture. I want to go to Japan and visit
shrines in Japan someday.
I like dogs very much. I have three dogs. This is Jiro. Jiro is the oldest of the three. But he is
smaller than Hachi. This is Hachi. Hachi is the biggest, but he is the youngest of the three. This is
Kuro. Kuro is the smallest, but he is older than Hachi.
[注]

４

high school 高校

culture 文化

shrine(s) 神社

young(est)（もっとも）若い

これからサム先生が自己紹介をします。その内容に合うようにメモの（１）～（３）

に当てはまるものを、それぞれア～エから１つずつ選び、記号で答えなさい。
（平成２７年度埼玉県学力・学習状況調査復習シート） レベル６・７
（１） ア カナダ

イ オーストラリア

ウ 中国

エ 韓国

（２） ア サッカー

イ 野球

ウ バスケットボール

エ 水泳

（３） ア １０

イ １５

ウ ２０

エ ２５

サム先生についてのメモ
・出身の国 ・・・・・・・・・ （１）
・１番好きなスポーツ・・・・・ （２）
・日本語を勉強中
・家から学校まで自転車で・・・ （３）

分

【放送される英文】
Hi, my name is Sam. I’m from Canada. My father and mother are from China, so I speak
English and Chinese. This is my first time to come to Japan.
I like sports. I like soccer, basketball, baseball, and skiing, but I like basketball the best. I
practice it every Sunday with my friends. Now I study Japanese. I think it is very difficult. Please
tell me your favorite Japanese word next time.
I live near this school. It takes about 15 minutes by bicycle.
[注] Canada カナダ

Chinese 中国語

skiing スキー

bicycle 自転車

５

これから、中学生のルーシーが自己紹介をします。よく聞いて、英文の内容について
の質問（１）、
（２）に対する答えとして最も適切なものをア～エのうちからそれぞれ１
つ選びなさい。
（H24 埼玉県小・中学校学習状況調査３）

（１）ルーシーが日本語学習について話している内容に合っているものはどれで
すか。 レベル８～１０
ア 学校の授業だけで勉強している。
答え
イ 日本語学習は好きだが、授業は好きではない。
ウ 家でも日本語学習をしていて上手に話せる。
エ もっと上手に話せるよう一生懸命勉強したい。
（２）ルーシーが動物について話している内容に合っているものはどれですか。
レベル８～１０
ア 犬もネコも好きで両方飼っている。
イ 犬もネコも好きだがネコは飼っていない。
ウ 犬は好きだがネコは好きではない。
エ 犬を１０ひき飼っている。

答え

【放送される英文】
Hello. My name is Lucy. I like studying Japanese so my favorite class is Japanese.
I study Japanese very hard at home but I can't speak Japanese well. I want to speak it well so I
will study harder.
I love animals and I have a dog. The dog's name is Anna. It's very big and 10 years old.
It's very old. My brother Tom and I like to play with Anna.
I like cats too and I want a cat. But my sister doesn't like cats so I can't have a cat.
Do you have any cats?

