【R2】復習シート 中学校３年 英語（聞くこと）

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

模範解答

（「聞くこと」について問う問題）
１ 対話文を聞いて、その最後の文に対する応答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）（教室でＡＬＴの先生との会話） レベル８～１０
ア
イ
ウ
エ

Yes, it was.
It was exciting.
In the river.
It’ll be fun.

【放送される英文】
A: I went fishing with my friend yesterday.
B: Really? How was it?

（２）（お店で） レベル８～１０
ア I like blue one.
イ That’s too bad.
ウ You look happy.
エ What color do you want?
【放送される英文】
A: May I help you?
B: I’m looking for a T-shirt.

〈選択肢訳〉
ア はい、そうでした。 イ わくわくしたよ。
ウ 川でです。
エ 楽しいでしょうね。
〈対訳〉

答え

A: 昨日友達と釣りに行ったよ。

イ

B: 本当？どうだった？

〈選択肢訳〉
ア 青いのがいいです。 イ お気の毒に。
ウ 楽しそうですね。エ 何色がほしいですか。
〈対訳〉

A: いらっしゃいませ。
B: T シャツを探しています。

答え

エ

（３）（家で、父との会話） レベル９～１１
ア So you have to study hard.
〈選択肢訳〉
イ Sorry, I can’t.
ア では勉強頑張らなくちゃ。イ ごめん、できない。
ウ He is my teacher.
ウ 彼は私の先生です。
エ 数学の方が好きだな。
エ I like math better.
【放送される英文】
A: What do you want to be in the future?
B: I want to be a math teacher.

〈対訳〉
A: 将来何になりたい？
B: 数学の先生なりたい。

答え

ア
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英語の授業で、新しい ALT の先生が自己紹介しています。自己紹介の内容を踏まえて、

最後の質問に対する、あなたのアドバイスを英語で簡潔に答えなさい。 レベル１２
【放送される英文】

Hello, everyone.

My name is David. I’m from Australia. I’m happy to

meet you. This is my first time to come to Japan.
day. I want to speak Japanese well.

I’m studying Japanese every

How should I study Japanese?

Can you give me some advice?
＜対訳＞

みなさん、こんにちは。私の名前はデイヴィッドです。オーストラリア出身です。あなた方

に会えてうれしいです。日本に来るのはこれが初めてです。私は毎日日本語を勉強しています。上手に
日本語を話したいです。どのように勉強すべきでしょうか。アドバイスをいただけますか。

答え（アドバイス例）

I think you can write many kanji.（たくさんの漢字を書くことができると思います。）
※I think you can～ 「私は～できると思います。」

Why don’t you read Japanese books?
※Why don’t you～？

（日本の本を読むのはどうでしょうか。）

「～したらどうですか。
」（相手に提案する言い方）

３ 外国に住む友人のKevin（ケビン）からビデオメッセージが届きました。メッセージ
の内容を踏まえて、最後の質問に対する、あなたの答えを英語で簡潔に答えなさい。
レベル１１
【放送される英文】

Hello. How are you? It’s very cold in London today.
We had a lot of snow last night. But I watched a rugby game today.
I went to a rugby stadium with my family. In winter, we enjoy rugby
games in our country. What sports can you enjoy in Japan in winter?
＜対訳＞ こんにちは。お元気ですか。今日のロンドンは寒いよ。昨夜たくさん雪が降ったんだよ。
でも、今日はラグビーの試合を見たんだ。家族と一緒にラグビーのスタジアムに行ってきたよ。僕
の国では冬にラグビーの試合を楽しむんだ。日本の冬はどんなスポーツを楽しむのかな。

答え（例）

I/We can enjoy skiing in winter in Japan.
（日本の冬には私・私たちはスキーを楽しむことができるよ。
）

※I/We can enjoy ～ 「～をすることを楽しむ」

I think Japanese can enjoy skiing in winter.
（日本人は冬にスケートを楽しむと思うよ。）

※Why don’t you～？

※I think～

「～ということを思う。」

「～したらどうですか。
」（相手に提案する言い方）

