【R３】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）（教室で昼休みに友達との会話） レベル１０・１１
ア
イ
ウ
エ

No, thank you.
Sure.
It’s mine.
In the library.

【放送される英文】

<選択肢訳>
ア：いいえ、結構です。 イ：もちろん。
ウ：それは私のものです。エ：図書館で。
<対訳>
答え

A: What are you reading?

A:何読んでるの？

B: I’m reading a book about a soccer player.

B:サッカー選手についての本だよ。

A: Can I read it after you finish?

A:終わったら、読ませてくれる？

（２）（友達と電話で） レベル１０・１１
ア At 9:00 in the morning.
イ By bus.
ウ At the station.
エ On the Internet.
【放送される英文】

<選択肢訳>
ア：朝の９時に。

イ：バスで。

ウ：駅で。

エ：インターネットで。

<対訳>

A: Shall we go to the movie next Sunday?

A:次の日曜日に映画に行こう。

B: Sounds good. Where will we meet?

B:いいね。どこで会おうか？

（３）（家で母との会話） レベル１０・１１
ア OK. Thanks.
イ To study.
ウ Over there.
エ With Ken.
【放送される英文】

イ

答え

ウ

<選択肢訳>
ア：わかった。ありがとう。 イ：勉強するために。
ウ：あちらです。

エ：ケンと一緒に。

<対訳>

A: Where are you going?

A:どこへ行くの？

B: I’m going to the library.

B:図書館に行くところだよ。

A: Take your umbrella. It will be rainy.

A:傘を持っていきなさい。雨が降るよ。

答え

ア
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英語の授業で、ALTが家族のことを話しています。話の内容を踏まえて、最後の質問

に対する、あなたの答えを英語で簡潔に書きなさい。 レベル１１
【放送される英文】
Hello, everyone. I talked with my parents on the phone last night. My
parents like traveling. They will come to Japan next month. They are
interested in Japanese culture and want to try some Japanese food. I will take
them to a Japanese restaurant.
What Japanese food do you like? Please tell me.
＜対訳＞ みなさん、こんにちは。私は昨夜、電話で両親と話しました。私の両親は旅行が好きで
す。彼らは来月日本に来る予定です。彼らは、日本の文化にすごく興味があって、日本食を食べて
みたいと思っています。私は彼らを日本食のレストランに連れて行こうと思います。
君たちのお気に入りの日本食は何ですか。教えてください。

答え（例）
・My favorite Japanese food is tempura.（私のお気に入りの日本食は天ぷらです。）
※My favorite ○○ is ～. 「私のお気に入りの○○は～です。」
・I like sushi.（私は寿司が好きです。）
※I like ～. 「私は～が好きです。」

３ 英語の授業で、ALTが友達のことを話しています。話の内容を踏まえて、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書きなさい。 レベル１２
【放送される英文】
Hello, everyone. I talked with my friend in Australia on the phone last
night. Next Sunday is her birthday, so I will send some present to her. She
is very interested in Japanese culture. I want to send some Japanese thing.
What should I send to her? Will you give me some advice?
＜対訳＞ みなさん、こんにちは。私は昨夜、オーストラリアにいる友達と電話で話しました。来
週の日曜日は彼女の誕生日です。だから、私は彼女に何かプレゼントを贈るつもりです。彼女は
日本の文化にとても興味があります。私は何か日本のものを送りたいと思います。
私は何を贈るべきでしょう。アドバイスをいただけますか。

答え（アドバイス例）
・Why don’t you send furoshiki to her? （ふろしきを贈るのはどうですか。）
※Why don’t you ～? 「～したらどうですか」（相手に提案する言い方）
・How about ohashi? （おはしはどうですか。）
※How about ～? 「～はどうですか」（相手に提案する言い方）

