【R３】復習シート 中学校３年 英語（読むこと）

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

模範解答

名
前

（「読むこと」について問う問題）
１ 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
～エのうちからそれぞれ１つ選びなさい。
（１）Tom and I (
) going to watch movies this Sunday. レベル１０・１１ 答え
ア is
イ am
ウ are
エ be

ウ

＜解説＞ 主語が Tom and I で複数になるので are が入る。

（２）We went to the park yesterday. We enjoyed (
) birds there. レベル１０・１１
ア watch
イ watches ウ to watch
エ watching
答え

＜解説＞ enjoy の後は動名詞（動詞の原形＋ing の形）が来るので、

エ

watching が入る。

２

次の（１）、（２）の会話の（
）に入れる英文として最も適切なものを、下のア
～エのうちからそれぞれ１つ選びなさい。

（１）A : This book was interesting!

レベル９・１０

B:(
)
A : At the shop near the station.

<対訳>
A: この本はおもしろかったよ！
B: (

）

A: 駅の近くのお店だよ。

ア
イ
ウ
エ

Who bought it?
Where did you buy it?
When did you buy it?
Which book did you buy?

<選択肢訳>
ア：誰がそれを買ったの？
イ：どこでそれを買ったの？
ウ：いつそれを買ったの？

答え

イ

エ：どっちの本を買ったの？

（２）A : When do you usually study at home?
B:(

)

レベル９・１０

<対訳>
A: あなたは普段家でいつ勉強するの？

ア
イ
ウ
エ

With my brother.
In my room.
At school.
After dinner.

B: (

）

答え

<選択肢訳>
ア：兄（弟）と。

イ：自分の部屋で。

ウ：学校で。

エ：夕食後。

エ
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３

以下はクラスで「人気の食べ物」について聞いたアンケート結果のグラフを表してい
ます。このグラフから読み取れることを正しく表している英文を、下のア～エの中か
ら１つ選びなさい。 レベル１０・１１
0

5

10

15（人）

udon
soba
ramen
spaghetti

*spaghetti…スパゲッティ
Udon is more popular than ramen.
（うどんはラーメンより人気がある。
）
イ Soba is more popular than udon.
（そばはうどんよりも人気がある。）
ウ Spaghetti is the most popular in this class.
ア

エ

（スパゲッティはこのクラスでは一番人気がある。）
Ramen is as popular as spaghetti.
（ラーメンはスバゲッティと同じくらい人気がある。）

答え

イ
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４

以下の文は、江戸時代の家と、川越の街並みに関するものです。この文を読み、（１）
～（３）の質問の答えとして最も適切なものを、ア～ウからそれぞれ１つ選びなさい。

Japanese houses were made of *wood. （１）So, they were not strong against fire.
From 1716 to 1735 in the Edo period, the *Bakufu said that people must not build
*wooden houses and they must build stronger houses with a lot of *mud against fire.
These *storehouses were called *Kurazukuri. （２）These houses were cool during
summer and warm during winter. So, people used such houses for their shops or
storehouses.
In Kawagoe, there are a lot of such houses even now. Many people come and see
these houses on the weekend. （３）They are interested in such buildings and take
pictures of them.
Kawagoe looks like Edo. But the size of the town is not as big as Edo. So, people *call
Kawagoe “Ko-edo”, small Edo.
［注］ wood：木
Bakufu：幕府
wooden：木造の
mud：泥
storehouses：貯蔵庫

Kurazukuri：蔵造り

call ：～を…と呼ぶ

＜対訳＞
日本の家は木で造られていました。
（１）そのため、火には強くありませんでした。江戸時代の 1716
年から 1735 年の頃のこと、幕府は木造の家でなく、泥を多く使った火に強い家を建てるように言い
ました。その貯蔵庫が「蔵造り」と呼ばれました。
（２）
「蔵造り」は、夏は涼しく、冬は暖かいもの
でした。そのため、人々はそれらの家をお店や貯蔵庫に使用していました。
川越には、今でもそのような家がたくさんあります。週末になると多くの人々が見に来ます。
（３）
人々はそのような建物に興味を持ち、写真を撮ります。
川越は江戸に似ています。しかし、町の大きさは江戸ほど大きくありません。そのため、人々は
川越を「小江戸」
、小さな江戸と呼んでいます。

（１）木造の家は、何に弱かったですか。 レベル８・９
ア 火
イ 水
ウ 風
（２）蔵造りの特徴はどんなことですか。 レベル８・９
ア 冬は涼しく、夏は暖かい
イ 夏は涼しく、冬は暖かい
ウ 春は涼しく、冬は暖かい

答え

ア
答え

（３）週末に川越の蔵造りを訪れた人々は何をしますか。 レベル８・９
ア 蔵造りの写真を撮る
答え
イ デザートを食べる
ウ 買い物を楽しむ

イ

ア

