【R3】復習シート 中学校２年 英語（書くこと）

埼玉県学力・学習状況調査（中学校）

復習シート 第２学年 英語
組

番
号

名
前

模範解答

（「書くこと」について問う問題）
１ 次の（１）～（５）の日本文の意味を表すように，カッコ内の語句を並べ替えて英文
を作りなさい。そして，それぞれの答えで２番目と４番目にくる語句を記号で答えなさ
い。（文の始めにくる語も小文字になっています。）
（１）私は，ときどきケンの家に行きます。 レベル１０・１１
I 【 ア to
イ sometimes ウ Ken’s house エ go
＜解説＞ I sometimes go to Ken’s house.

】.
２番目

４番目

エ

ウ

※sometimes…時々（頻度を表わす単語：他にも often, usually など）
「主語＋頻度を表す単語＋一般動詞」という文の形になる。
にくる音

（２）ミキは，とても上手にピアノをひくことができます。 レベル９・１０
Miki 【 ア the piano
イ well
ウ play エ very オ can 】.
＜解説＞ Miki can play the piano very well.

２番目

４番目

ウ

エ

※can＋動詞の原形=「～できる」

（３）あなたは，犬を何匹飼っていますか。 レベル９・１０
【 ア dogs
イ many ウ you
エ do
オ how 】have?
＜解説＞ How many dogs do you have?

２番目

４番目

イ

エ

２番目

４番目

ア

イ

２番目

４番目

ウ

イ

※how many＋名詞（複数形）…「いくつの～」

（４）あなたのペンはどちらですか。 レベル８・９
【 ア pen イ yours ウ is
エ which 】?
＜解説＞ Which pen is yours?
※which＋名詞…「どちらの～」 yours…あなたのもの

（５）私は，昨晩，タクに電話しませんでした。 レベル８・９
I 【 ア Taku
イ last
ウ call
エ didn’t
オ night
＜解説＞ I didn’t call Taku last night.
※didn’t＋動詞の原形=「～しませんでした」（過去の否定文）
※last night…昨晩

】.
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２

あなたは、英語の授業で ALT の先生に自分の友人を紹介します。下のタクヤ（Takuya）
かサオリ（Saori）のどちらか１人を選び，その人を紹介する英文を３つ書きなさい。な
お、タクヤは男子、サオリは女子とします。
レベル１１
タクヤ（Takuya）

サオリ（Saori）

・13 歳である。
・サッカー選手である。

・東京（Tokyo）出身である。
・ピアノを弾く。

・横浜（Yokohama）に住んでいる。
・納豆（natto）が好きではない。
・犬を２匹飼っている（持っている）。 ・水泳が上手である。
＜タクヤ（Takuya）の解答例＞ （以下の文から３文書く）

・Takuya is 13 (thirteen) years old. ※ ○ years old … ○歳である
・He plays soccer.
※He is a soccer player. でも可。
・He lives in Yokohama.
※主語が「三人称単数」のため一般動詞に s が付く。
・He has two dogs.

※主語が「三人称単数」だが、”haves”ではなく、
例外的に has となるので注意が必要。

＜サオリ（Saori）の解答例＞

・Saori is from Tokyo.

（以下の文から３文書く）
※be 動詞（am / are / is）＋from ～ = 「～出身である」

※Saori comes from Tokyo. でも可。

・She plays the piano.
※動詞の形に注意（主語が「三人称単数」のため）。
・She doesn’t (does not) like natto.
※doesn’t (does not)の後ろは，動詞の原形になるので注意。

・She swims well.
３

※She can swim well. や She is a good swimmer. でも可。

英語の授業で ALT の先生から，学級全員に次のような質問をされました。この質問に
対するあなたの答えを２文で書きなさい。
レベル１１
質問： What sports do you like?
＜解答例＞

①I like tennis.（私はテニスが好きです。） ※自分がどんなスポーツが好きかを答える文。
②２文目は１文目と関連のあることを書く。
・I
・I
・I
・I
・I

play tennis every day. （私は，毎日テニスをします。）
play tennis with my friends after school.（私は放課後に友達とテニスをします。）
am on the tennis club. （私はテニス部に入っています。）
am good at playing tennis.
（私はテニスが得意です。）
have two tennis rackets. （私はテニスラケットを２つ持っています。）など

