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（「読むこと」について問う問題） 

１ 次の英文（１）～（５）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 : What (         ) you do last Sunday?   レベル８・９    

        B : I studied English with my friend. 

ア do   イ did   ウ does   エ are 

 

 

 

（２）A : Were you busy yesterday?             レベル８・９     

      B : Yes, I (        ). I had a lot of things to do.   

ア am     イ were     ウ is     エ was 

 

 

 

（３）A : (        ) I help you?                    レベル８・９      

      B : Yes, please. I’m looking for new shoes. 

      ア Do     イ Will    ウ May   エ Shall  

  

 

 

（４）A : How was your spring vacation?         レベル９・１０    

        B : Good. I enjoyed (        ) pictures of beautiful flowers.  

      ア taking  イ take  ウ to take  エ takes 

 

 

   

（５）A : Do you like hot days ?            レベル９・１０  

        B : Yes. I like summer (        ) than winter.  

ア better   イ most   ウ much   エ good 

 

 

復習シート 第３学年 英語 
 

答え 

 

答え 

 

答え 

 

答え 

 

答え 

 

Ｈ３１ 



２ 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

～エの中から１つ選びなさい。 

 

（１）A: I’m going to watch baseball game with Ken.             レベル１０・１１  

     Why don’t you come? 

   B: Great!  （          ） 

 

 ア What time will you meet him? 

 イ What are you doing now? 

 ウ Let’s play baseball. 

 エ Because I don't like baseball. 

   

（２）A: Hello.  This is Aki.  May I speak to Kate, please?         レベル１０・１１  

      B: I’m sorry, she is not home now. 

      A: （           ） 

      B: Sure. 

 

  ア Speaking. 

  イ Where is she? 

  ウ Can I take a message? 

  エ Can I leave a message then? 

 

（３）A: Don’t eat snacks* before dinner                  . レベル１０・１１  

      B: I know.  But I’m hungry, Mom. 

      A: （          ） 

        *snacks スナック菓子 

 

  ア No, thank you. 

  イ Can you eat this snack? 

  ウ No, you must wait. 

  エ I’m eating snacks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え 

 

答え 

 

答え 

 



３ メイ（Mei）が、スポーツレッスン（Sport Lesson）のチラシをケン（Ken）に見せ

ています。【チラシ】の内容と、２人の【会話文】を読んで、（１）～（４）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。 

 

【チラシ】 

 
Sport Lessons 

 
   Swimming Class (5 - 10 people) 
    Wednesday and Friday 
 
   Dance Class (3 -5 people) 
    Monday, Tuesday and Saturday 
 
     ◎Morning class  : 10:00 - 11:30 
     ◎Afternoon class : 15:30 - 17:00 
     ◎Evening class : 18:00 - 19:30 

 

【会話文】 

Mei: Look, I go to ①this dance class every week. 

Ken: Oh, do you practice dancing? 

Mei: Yes, I do.  The teacher is really nice. 

Ken: When is your class? 

Mei: It's on Saturday.  I go to her morning class.  We have four people in our class 

now.  Also my brother goes to the swimming class. 

Ken: Do you practice dancing every day? 

Mei: Yes.  I practice it after school.  Oh, do you know Tomoko?  She goes to the 

evening class on Saturday. 

Ken: Really? 

Mei: Yes.  Sometimes she comes to the morning class, and I meet her there.  After 

the class, we often listen to dance music. 

Ken:      (X)      

Mei: She often comes to my house. 

 

（１）【チラシ】の内容について、正しく述べているものはどれですか。 レベル９・１０  

 

ア スイミングのクラスは週２日ある 

イ ダンスのクラスは週５日ある 

ウ スイミングのクラスは水曜日にはない 

エ ダンスのクラスは土曜日と日曜日にはない 

 

答え 

 



 

（２）下線部①が指すものはどれですか。               レベル９・１０  

 

ア Morning class on Wednesday 

イ Evening class on Wednesday 

ウ Morning class on Saturday 

エ Evening class on Saturday 

 

 

（３）     (X)     に入れる文として最も適切なものはどれですか。  レベル９・１０  

 

ア Where does she come from? 

イ When does she come to the class? 

ウ Where do you listen to dance music? 

エ What time do you listen to dance music? 

 

 

（４）トモコ（Tomoko）について、正しく述べているものはどれですか。 

             レベル９・１０  

ア 水泳を習っている 

イ メイの弟と友達である 

ウ ケンとダンスの音楽を聴くことがある 

エ ダンスのレッスンを受けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え 

 

答え 

 

答え 

 



４ 次は、オーストラリア（Australia）にホームステイをしたヒロシ（Hiroshi）が、お

別れパーティーでホワイトさん（Mr. White）一家との思い出について話したスピーチ

です。これを読んで、（１）～（３）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。 

 

  Hello, everyone.  I enjoyed staying with Mr. White's family in Australia very 

much.  They were very kind to me. 

  I visited the beach with Mr. White yesterday morning.  I saw many people there.  

I asked him, "What are those people doing there?"  He said, "They are cleaning the 

beach.  Do you want to help them?"  I answered, "Yes." 

  We cleaned the beach for two hours.  I was very tired, but I was happy with the 

beautiful beach.  A young girl talked to me.  She said, "We clean the beach from 8 

to 10 every Saturday morning."  I didn't know that. 

  There is a river near my house in Japan.  Many people visit the river every 

summer.  But there are many plastic bottles there.  So I want to clean our river 

when I go back to Japan.                                         《１２９語》 

 

［注］ clean ～：～を清掃する  tired：つかれた  river：川 

  plastic bottle：ペットボトル 

 

（１）ヒロシはビーチに誰と行きましたか。             レベル１０・１１  

 

ア 少女 

イ 人々 

ウ ホワイトさんの家族 

エ ホワイトさん 

 

（２）ヒロシはビーチでどんなことをしましたか。          レベル１０・１１  

 

ア 少女と１時間話をした。 

イ 人々が清掃をするのを２時間見ていた。 

ウ 人々と一緒に２時間清掃をした。 

エ 毎週土曜日に清掃をした。 

 

（３）ヒロシが日本に帰ったときにしたいことは何ですか。      レベル１０・１１  

 

ア 家の近くのビーチをきれいにしたい。 

イ 家の近くの川をきれいにしたい。 

ウ ペットボトルのリサイクルをしたい。 

エ 空き缶のリサイクルをしたい。 

答え 

 

答え 

 

答え 

 


