
埼玉県学力・学習状況調査（中学校） レベル６～１２  

 

 

 

組  
番 

号 
 

名 

前 

 

 

 

（「読むこと」について問う問題） 

 

１ 次の（１）～（３）の会話の（  ）に入れる英文として最も適切なものを、下のア

～エのうちから１つ選びなさい。 

 冊子番号１の５、冊子番号２の５、冊子番号３の５の復習 

 

 （１）A : I'll have some coffee.  How about you?   レベル６・７   

      B : （   ） 

 

   ア Let's meet at the restaurant. 

   イ I'll have some hot tea. 

   ウ I need two, please. 

   エ I can make it. 

 

 （２）Bob : Is this a science book?   レベル６・７   

    Ken : Yes, it is. 

    Bob : (                              ) 

    Ken : It’s my brother’s. 

   （平成２５年度埼玉県小・中学校学習状況調査７）  

 

   ア How many books do you have? 

   イ Where is your book? 

   ウ Whose book is it? 

   エ Who is he? 

 

 （３）A : Hi, Mike.  When did you get here?   レベル１１・１２   

      B : （   ） 

 

   ア It's in the park. 

   イ I came here by car. 

   ウ I left here yesterday. 

   エ About ten minutes ago. 

                           

復習シート 第３学年 英語 
 

答え 

 

 

答え 

 

 

答え 

 

 



２ 次の英文（１）、（２）の（  ）に入れる単語として最も適切なものを、下のア～エ

のうちから１つ選びなさい。 

 

 （１）A : Where is Kenta?   レベル６・７   

        B : I saw （   ）in our classroom. 

   ア his    イ him    ウ he   エ them 

 

 

 （２） Yuki went to the library yesterday.  She（  ）home at 6 p.m.   レベル８～１０   

   ア took    イ put    ウ got  エ ate 

 

 

（３） A : (      ) needs a pen?  レベル１１・１２  

     B : I do. 

 

    ア What   イ How  ウ Who  エ Where 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え 

 

 

答え 

 

 

答え 

 

 



３ 次の英文は、インドネシア（Indonesia）出身のパーウィット（Parwit）からタカシ

（Takashi）に来た電子メールの内容です。これを読んで、あとの（１）～（３）の問いに

答えなさい。  

 

（１）パーウィットが好きなインドネシアの季節はどれですか。  レベル６・７   

ア 夏  イ 冬  ウ 雨季  エ 乾季 

 

 

（２）インドネシアの乾季の期間はどれくらいですか。  レベル８～１０   

ア 半年間  イ ２ヶ月間   ウ ３０日間  エ ２週間 

 

 

（３）メールの内容に合うものとして、最も適切なものはどれですか。  レベル８～１０   

ア パーウィットは日本で見た山や川が大変気に入っている。 

イ インドネシアには四季があり、パーウィットは冬が好きである。 

ウ インドネシアでは５月から１０月までが雨季である。 

エ インドネシアには季節が２つしかない。 

 

 

 

 Dear Takashi, 

 

  Thank you for your pictures of Saitama.  I really like them.  The mountains and rivers are 

very beautiful.  I really want to go to Japan. 

 

  It is very hot in Indonesia now.  We have only two seasons, the rainy season and the dry 

season.  The rainy season is from November to April.  I like the rainy season better.  It is 

cooler than the dry season.  The dry season is from May to October.   There are four seasons in 

Japan.  Is that right?  We don’t have winter, and we don’t have snow here.  I want to make a 

snowman someday. 

    

  What season do you like the best?  Do you have a rainy season in Japan?  Do you like 

winter?  What do you do in winter?  Do you enjoy making a snowman?  I want to know about 

winter in Japan.  Please write to me soon. 

                            Your friend, 

                              Parwit 

 [注]  river(s) 川 someday いつか 

    want to ~：～したい  the rainy season：雨季・梅雨 

     the dry season：乾季   cool：涼しい  snowman：雪だるま  soon：すぐに 

答え  

答え  

答え  



４ ポール先生が、ユミのクラスで教科についてのアンケートを取り、表にまとめました。

ポール先生の話と表を読んで、（１）と（２）の質問の答えとして最も適切なものをア

～エの中からそれぞれ１つ選びなさい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポール先生の話】 

    I asked you two questions: “What subject do you like the best?”  and “What is the most 

difficult subject?” 

  Please look at Table A.  P.E. is the most popular subject in this class.  Music and English are 

also popular.  Which is more popular? （ １ ） It’s a little more popular than music.  Nine 

students like English the best, and seven students like music the best.  Six students like science, 

and three students like other subjects. 

  Next, please look at Table B.  Twelve students think that math is the most difficult subject.  

Ten students say that English is more difficult than other subjects, and seven students think that 

science is the most difficult.  Now you know English is a popular subject, but many students feel 

it’s difficult. 

  [注]  table：表   P.E.：体育 

 

（１）（    ）に入る最も適切なものはどれですか。  レベル８～１０   

  ア  P.E. is more popular. 

  イ  Music is more popular. 

  ウ  Ten students like music. 

  エ  English is more popular. 

 

 （２）表にまとめた内容として、最も適切なものはどれですか。  レベル１１・１２   

   ア Science is the most popular subject, and many students think that it’s not difficult. 

   イ English is popular, but many students think that it’s difficult. 

   ウ Many students don’t like P.E. and think that it’s difficult. 

   エ Math is the most popular subject, but many students think that it’s difficult. 

 

 

 

 

 

【表 A】                

一番好きな教科 人 数 

体  育 １０人 

英  語 ９人 

音  楽 ７人 

理  科 ６人 

他の教科 ３人 

 

【表 B】                

一番難しい教科 人 数 

数  学 １２人 

英  語 １０人 

理  科 ７人 

国  語 ２人 

他の教科 ４人 

 

答え  

答え  



５ サキのクラスで英語を学習に関するアンケートを取り、表にまとめました。サキのス

ピーチと表を読んで、（１）、（２）の質問の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。 

 

【英語学習の第一の目的は何ですか？】 

目 的 人 数 

英語の本を読みたい  ３ 

英語で映画を楽しみたい  ５ 

英語の歌を楽しみたい  ４ 

高校に入る １２ 

外国に住みたい  １ 

外国旅行をしたい １０ 

仕事で使いたい  ５ 

 

【スピーチ】 

   Why do you study English? 

   There are 40 students in my class.  I asked my friends, "Why do you study English?" 

   12 students answered that they study it （   ）.  Many students study English for fun.  3 

students study to read books, 5 students study to enjoy movies and 4 students study to enjoy songs.  

Have you ever been to any foreign countries*?  I have been to the US.  I enjoyed staying there 

and I decided to work there in the future.  Now I study English hard to use it when I work in the 

US.  4 of my friends think so too. 

  [注] *foreign country：外国 

 

 （１）（  ）に入れる最も適切な語句はどれですか。  レベル８～１０   

   ア to go to a high school  

   イ to enjoy English songs 

   ウ to work in a foreign country 

   エ to read English books 

 

 （２）スピーチの内容に合うものとして、最も適切なものはどれですか。 

    レベル１１・１２   

   ア サキは、英語の映画を楽しむことを第一の目的としている。 

   イ サキは、高校に入ることを第一の目的としている。 

   ウ サキは、外国旅行を第一の目的としている。 

   エ サキは、仕事で使うことを第一の目的としている。 

 

答え 

 

答え 

 



埼玉県学力・学習状況調査（中学校） レベル６～１２  

 

 

 

組  
番 

号 
 

名 

前 

 

 

 

（「読むこと」について問う問題） 

 

１ 次の（１）～（３）の会話の（  ）に入れる英文として最も適切なものを、下のア

～エのうちから１つ選びなさい。  冊子番号１の５、冊子番号２の５、冊子番号３の５の復習 

 

 （１）A : I'll have some coffee.  How about you?   レベル６・７   

      B : （   ） 

 

 

 

   ア Let's meet at the restaurant. 

   イ I'll have some hot tea. 

   ウ I need two, please. 

   エ I can make it. 

 

 （２）Bob : Is this a science book?   レベル６・７   

    Ken : Yes, it is. 

    Bob : (                              ) 

    Ken : It’s my brother’s. 

   （平成２５年度埼玉県小・中学校学習状況調査７）  

   ア How many books do you have? 

   イ Where is your book? 

   ウ Whose book is it? 

   エ Who is he? 

 

 （３）A : Hi, Mike.  When did you get here?   レベル１１・１２   

      B : （   ） 

 

 

   ア It's in the park. 

   イ I came here by car. 

   ウ I left here yesterday. 

   エ About ten minutes ago. 

復習シート 第３学年 英語 
 

模範解答 
 

答え 

イ 

 

答え 

ウ 

 

答え 

エ 

 

＜対訳＞ Ａ：コーヒー飲むけど、きみはどう？ 

     Ｂ：（私は温かいお茶がいいな）。 

日にやったよ。 

ア レストランで会おう。   

イ 温かいお茶を飲むよ。 

ウ ２ついただけますか。 

エ 私はそれができます。 

＜対訳＞ ボブ：これは科学の本ですか？ 

ケン：そうです。 

     ボブ：（それは誰の本ですか）。 

     ケン：私の兄の本です。 

ア あなたは何冊本を持ってるの？   

イ あなたの本はどこですか？ 

ウ それは誰の本ですか？ 

エ 彼は誰ですか？ 

＜対訳＞ Ａ：やあ、マイク。いつ着いたの？ 

     Ｂ：（１０分ぐらい前かな）。 

日にやったよ。 
ア 公園の中にあります。   

イ 車でここに来ました 

ウ 昨日ここを出発しました。 

エ １０分ぐらい前です。 



                           

２ 次の英文（１）、（２）の（  ）に入れる単語として最も適切なものを、下のア～エ

のうちから１つ選びなさい。 

 

 （１）A : Where is Kenta?   レベル６・７   

        B : I saw （   ）in our classroom. 

   ア his    イ him    ウ he   エ them 

 

  

 

 

 （２） Yuki went to the library yesterday.  She（  ）home at 6 p.m.   レベル８～１０   

   ア took    イ put    ウ got  エ ate 

 

 

  

 

 

（３） A : (      ) needs a pen?  レベル１１・１２  

     B : I do. 

 

    ア What   イ How  ウ Who  エ Where 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え 

イ 

 

答え 

ウ 

 

答え 

ウ 

 

＜対訳＞ Ａ：ケンタはどこにいますか？ 

     Ｂ：教室で（彼を）見ましたよ。 

日にやったよ。 

ア 彼の  イ 彼を（に） 

ウ 彼は  エ 彼らを（に） 

＜対訳＞ ユキは昨日図書館に行きました。 

     彼女は午後６時に（帰宅しました）。 

日にやったよ。 

＜対訳＞ Ａ：誰がペンを必要としてるの？ 

     Ｂ：私です。 

日にやったよ。 

get home 家に着く（帰宅す

る） ※got：getの過去形 

 

ア 何  イ どのように 

ウ 誰  エ どこ 



３ 次の英文は、インドネシア（Indonesia）出身のパーウィット（Parwit）からタカシ

（Takashi）に来た電子メールの内容です。これを読んで、あとの（１）～（３）の問いに

答えなさい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）パーウィットが好きなインドネシアの季節はどれですか。  レベル６・７   

ア 夏  イ 冬  ウ 雨季  エ 乾季 

 

 

（２）インドネシアの乾季の期間はどれくらいですか。  レベル８～１０   

ア 半年間  イ ２ヶ月間   ウ ３０日間  エ ２週間 

  →５月～１０月なので６カ月（半年） 

 

（３）メールの内容に合うものとして、最も適切なものはどれですか。  レベル８～１０   

ア パーウィットは日本で見た山や川が大変気に入っている。 

イ インドネシアには四季があり、パーウィットは冬が好きである。 

ウ インドネシアでは５月から１０月までが雨季である。 

エ インドネシアには季節が２つしかない。 

 

 Dear Takashi, 

 

  Thank you for your pictures of Saitama.  I really like them.  The mountains and rivers are very 

beautiful.  I really want to go to Japan. 

 

  It is very hot in Indonesia now.  We have only two seasons, the rainy season and the dry season.  The 

rainy season is from November to April.  I like the rainy season better.  It is cooler than the dry season.  

The dry season is from May to October.   There are four seasons in Japan.  Is that right?  We don’t have 

winter, and we don’t have snow here.  I want to make a snowman someday. 

    

  What season do you like the best?  Do you have a rainy season in Japan?  Do you like winter?  What 

do you do in winter?  Do you enjoy making a snowman?  I want to know about winter in Japan.  Please 

write to me soon.                    Your friend, 

 Parwit                

答え 

エ 

答え 

 ウ 

答え 

ア 

＜対訳＞ タケシへ 

埼玉の写真をありがとう。とても気にいりました。 山や川はとてもきれいですね。 本当に日本に行きた

いです。 

今、インドネシアはとても暑いです。こちらには２つだけ季節があって、それは雨季と乾季です。雨季は１

１月から４月です。私は雨季の方が好きです。乾季よりも涼しいのです。乾季は５月から１０月です。日本に

は四季がありますね。こちらには冬がなく、雪も降りません。いつか、雪だるまを作ってみたいです。 

一番好きな季節は何ですか。日本には雨季ってありますか。あなたは冬が好きですか。冬にはどんなことを

しますか。雪だるまを作って楽しみますか。日本の冬について知りたいです。お返事を待っています。 

あなたの友人、パーウィットより 



４ ポール先生が、ユミのクラスで教科についてのアンケートを取り、表にまとめました。

ポール先生の話と表を読んで、（１）と（２）の質問の答えとして最も適切なものをア

～エの中からそれぞれ１つ選びなさい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポール先生の話】 

    I asked you two questions: “What subject do you like the best?”  and “What is the most difficult subject?” 

  Please look at Table A.  P.E. is the most popular subject in this class.  Music and English are also popular.  

Which is more popular? （ １ ） It’s a little more popular than music.  Nine students like English the best, 

and seven students like music the best.  Six students like science, and three students like other subjects. 

  Next, please look at Table B.  Twelve students think that math is the most difficult subject.  Ten students 

say that English is more difficult than other subjects, and seven students think that science is the most difficult.  

Now you know English is a popular subject, but many students feel it’s difficult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）（    ）に入る最も適切なものはどれですか。  レベル８～１０   

  ア  P.E. is more popular. 

  イ  Music is more popular. 

  ウ  Ten students like music. 

  エ  English is more popular. 

 

 （２）表にまとめた内容として、最も適切なものはどれですか。  レベル１１・１２   

   ア Science is the most popular subject, and many students think that it’s not difficult. 

   イ English is popular, but many students think that it’s difficult. 

   ウ Many students don’t like P.E. and think that it’s difficult. 

   エ Math is the most popular subject, but many students think that it’s difficult. 

 

【表 A】                

一番好きな教科 人 数 

体  育 １０人 

英  語 ９人 

音  楽 ７人 

理  科 ６人 

他の教科 ３人 

 

【表 B】                

一番難しい教科 人 数 

数  学 １２人 

英  語 １０人 

理  科 ７人 

国  語 ２人 

他の教科 ４人 

 

答え エ 

答え イ 

＜対訳＞ あなたたちに次の２つ質問をしましたね。「あなたはどんな教科が一番好きですか。」「一番難しい

教科は何ですか。」の２つです。 

表 Aを見てください。このクラスでは体育が一番人気があります。音楽と英語も人気があります。どちらが

人気がありますか。（英語の方が人気があります。）英語は音楽よりも少し人気があります。９人が英語が一番

好きで、７人が音楽が一番好きです。６人が理科が好きで、３人が他の教科が好きです。 

次は表 Bを見てください。１２人が数学が一番難しい教科と思っている。１０人が英語が他の教科よりも難

しいと思っている。７人が理科が一番難しいと思っている。 ということで英語は人気のある教科ですが、多

くの生徒が難しいと感じているということです。 



５ サキのクラスで英語を学習に関するアンケートを取り、表にまとめました。サキのス

ピーチと表を読んで、（１）、（２）の質問の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。 

【英語学習の第一の目的は何ですか？】 

目 的 人 数 

英語の本を読みたい  ３ 

英語で映画を楽しみたい  ５ 

英語の歌を楽しみたい  ４ 

高校に入る １２ 

外国に住みたい  １ 

外国旅行をしたい １０ 

仕事で使いたい  ５ 

【スピーチ】 

   Why do you study English? 

   There are 40 students in my class.  I asked my friends, "Why do you study English?" 

   12 students answered that they study it （   ）.  Many students study English for fun.  3 students study 

to read books, 5 students study to enjoy movies and 4 students study to enjoy songs.  Have you ever been to any 

foreign countries*?  I have been to the US.  I enjoyed staying there and I decided to work there in the future.  

Now I study English hard to use it when I work in the US.  4 of my friends think so too.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）（  ）に入れる最も適切な語句はどれですか。  レベル８～１０   

   ア to go to a high school  

   イ to enjoy English songs 

   ウ to work in a foreign country 

   エ to read English books 

 

 （２）スピーチの内容に合うものとして、最も適切なものはどれですか。 

    レベル１１・１２   

   ア サキは、英語の映画を楽しむことを第一の目的としている。 

   イ サキは、高校に入ることを第一の目的としている。 

   ウ サキは、外国旅行を第一の目的としている。 

   エ サキは、仕事で使うことを第一の目的としている。 

 

答え 

ア 

答え 

エ 

＜対訳＞  

なぜあなたは英語を勉強するのですか。 

私のクラスには４０人います。「なぜ英語勉強するの」と友達に聞いてみました。 

１２人が（高校に入るために）勉強していると答えました。多くの生徒が楽しみのため勉強しています。３

人が本を読むために、５人が映画を楽しむため、４人が歌を楽しむため勉強しています。あなたは外国に行っ

たことがありますか。私はアメリカに行ったことがあります。そこでの滞在は楽しく、将来そこで働こうと決

めました。ということで、アメリカで働く時に、英語を使うため、一生懸命勉強します。４人の友達も同じよ

うに考えています。 



埼玉県学力・学習状況調査（中学校） レベル６～１２  

 

 

 

組  
番 

号 
 

名 

前 

 

 

 
（「読むこと」について問う問題） 
 
１ 次は、ALTのパーカー先生（Ms. Parker）がアメリカ（America）のコロラド州（Colorado）
の学校や生徒について授業で話した内容です。これを読んで、下の(1)～(3)に答えなさ
い。（H24県調査問題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) コロラド州では、小学校から高校まで何年間学校に通いますか。最も適切なものを下

のア～エの中から１つ選び、その番号を書きなさい。レベル６・７  

 

 ア １０年間   イ １２年間  ウ １６年間  エ １８年間 

 

(2) パーカー先生が日本のマンガ本を読む理由は何ですか。その理由として最も適切なも

のを下のア～エの中から１つ選び、その番号を書きなさい。 レベル８～１０  

 ア 絵とストーリーが素晴らしいから。  

イ 部活動でアニメについて学習するから。 

 ウ アメリカのアニメをよく見たから。  

エ 日本語を勉強しているから。 

 

(3) パーカー先生が話した内容について、正しいものを下のア～エの中から１つ選び、そ

の番号を書きなさい。 レベル１１・１２  

 ア コロラドでは高校に３年間通学する。  

イ コロラドの小学校には部活動がある。 

 ウ パーカー先生はテレビで日本のアニメをよく見た。 

エ パーカー先生は日本のマンガ本を読まない。 

答え 

   

復習シート 第３学年 英語 
 

In Colorado, children go to school from 7 years old to 18 years old.  They go to elementary  

school for 6 years, junior high school for 2 years, and high school for 4 years. 

Many classes have about 25 students.  We don't have any clubs in an elementary school.  In  

a junior high school, students can join some clubs.  

Many children like Japanese anime.  We can watch it on TV.  I often watched it.  I enjoyed  

it very much.  So I really like Japan and I 'm studying Japanese now. 

I often read Japanese comic books too.  In America, comic books are for children, so I don't  

read American comic books.  But I like Japanese comic books very much.  The pictures and  

stories are nice.      

【注】join  参加する  comic books  マンガ本 

答え 

   

答え 

   



埼玉県学力・学習状況調査（中学校） レベル６～１２  

 

 

 

組  
番 

号 
 

名 

前 

 

 

 
（「読むこと」について問う問題） 
 
１ 次は、ALTのパーカー先生（Ms. Parker）がアメリカ（America）のコロラド州（Colorado）
の学校や生徒について授業で話した内容です。これを読んで、下の(1)～(3)に答えなさ
い。（H24県調査問題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) コロラド州では、小学校から高校まで何年間学校に通いますか。最も適切なものを下

のア～エの中から１つ選び、その番号を書きなさい。レベル６・７  

 

 ア １０年間   イ １２年間  ウ １６年間  エ １８年間 

 

(2) パーカー先生が日本のマンガ本を読む理由は何ですか。その理由として最も適切なも
のを下のア～エの中から１つ選び、その番号を書きなさい。 レベル８～１０  

 ア 絵とストーリーが素晴らしいから。  
イ 部活動でアニメについて学習するから。 

 ウ アメリカのアニメをよく見たから。  
エ 日本語を勉強しているから。 

 
(3) パーカー先生が話した内容について、正しいものを下のア～エの中から１つ選び、そ
の番号を書きなさい。 レベル１１・１２  
 ア コロラドでは高校に３年間通学する。  
イ コロラドの小学校には部活動がある。 

 ウ パーカー先生はテレビで日本のアニメをよく見た。 

 エ パーカー先生は日本のマンガ本を読 

答え 

  イ 

復習シート 第３学年 英語 
 

In Colorado, children go to school from 7 years old to 18 years old.  They go to elementary school for 6 years, 

junior high school for 2 years, and high school for 4 years. 

Many classes have about 25 students.  We don't have any clubs in an elementary school.  In a junior high school, 

students can join some clubs.  

Many children like Japanese anime.  We can watch it on TV.  I often watched it.  I enjoyed it very much.  So I 

really like Japan and I 'm studying Japanese now. 

I often read Japanese comic books too.  In America, comic books are for children, so I don't read American comic 

books.  But I like Japanese comic books very much.  The pictures and stories are nice.      

 

答え 

  ア 

答え 

  ウ 

模範解答 

＜対訳＞ コロラド州では、子供たちは７歳から１８歳まで学校に通います。小学校に６年間、中学校に２年間、高校

に４年間通います。 

 多くの学級は２５人クラスです。小学校にはクラブはありません。中学校では生徒はクラブに参加します。 

 多くの子供たちは日本のアニメが好きです。テレビでそれらを見ることができます。私はよく見ていました。とても

楽しかったです。だから私は本当に日本が好きだし、今、日本語勉強しています。 

  私はよく日本の漫画も読んでいます。アメリカでは漫画は子供のための物なので、アメリカの漫画は読みません。

でも、日本の漫画は大好きです。絵やストーリーがすごくいいです。   


