
Challenge 

＜中学２年生になった浩司（Koji）がカナダにいるペンフレンドのマイク（Mike）に出した手紙です。＞ 

                                            April 10                       

Dear Mike,                                 

Thank you for your letter. Are you①( enjoy ) your school life now?  

In Japan, school starts in April. So I’m very busy every day, but I like my school life with my friends. 

In our school, we have about 300 students and 16 teachers. We have five or six classes each day. My 

favorite subject is science. It’s not easy, but it’s very interesting. So I study it hard every day. Do you like 

science?    

    I usually go to my club after school. I’m in the computer club. I use a computer every day, but ②(well 

/it / can’t / very /use / I ). So I practice it very hard. What do you usually do after school? 

    Please tell me about your school life.                     

Your friend,  

                                                                           Koji 

〔注〕 letter : 手紙   life : 生活   start : 始まる  club : クラブ、部  

usually : ふつう   practice : 練習する     tell me～ : 私に～を教える  

 
２年英語        

チャレンジ問題３月 
次の英文を読んで，下の問いに答えなさい。（答えは，すべて解答欄に書きなさい。） 

 

【１】下線部①の（  ）内の語を，最も適切な形になおして，１語で書きなさい。 

  

【２】下線部②が意味の通る英文になるように，（    ）内の６語を並べかえて書きなさい。 

 

本文の内容について，次の質問に英語で答えなさい。答えは（  ）内に１語ずつ書きなさい。 

【３】 Does Koji like science very much? 

（          ）, （          ）（          ）．  

 

【４】 How many students does Koji’s school have? 

  It   （         ）（          ）(               )(               )．  

 

【５】あなたがふだん放課後にすることを１つ取り上げてAfter school, に続けて英語で１文書き，そのことについての 

あなたの考えや気持ち，付け加えの事実などを英語で１文書き加えなさい。 

〔解答欄〕 

【１】  【２】  

【３】 （         ），（          ）（          ）． 

【４】 It  （         ）（         ）（         ）（         ）． 

【５】 

 After school, 

  

 

名 前  
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【１】下線部①の（  ）内の語を，最も適切な形になおして，１語で書きなさい。 

  

【２】下線部②が意味の通る英文になるように，（    ）内の６語を並べかえて書きなさい。 

 

本文の内容について，次の質問に英語で答えなさい。答えは（  ）内に１語ずつ書きなさい。 

【３】 Does Koji like science very much? 

（          ）, （          ）（          ）．  

 

【４】 How many students does Koji’s school have? 

  It   （         ）（          ）(               )(               )．  

 

【５】あなたがふだん放課後にすることを１つ取り上げてAfter school, に続けて英語で１文書き，そのことについての 

あなたの考えや気持ち，付け加えの事実などを英語で１文書き加えなさい。 

〔解答欄〕 

【１】 enjoying 【２】 I can’t use it very well. 

【３】 （   Yes   ），（   he   ）（   does    ）． 

【４】 
 It （  has   ）（ about  ）（  300   ）（ students ）． 

It （  has   ）（ about  ）（  three  ）（ hundred ）． 

【５】 

（解答例）After school, I play tennis.  

 I like it very much. 

 

「私はそれ(コンピューター)をあまり上手に使うことができません」という文にしましょう 

Does～？→yes,noで答えましょう 

Be動詞 isの後だから～ing(進行形)か過去

分詞(受け身) 

How many～s  (～は何人ですか，いくつですか) 

解説シート 

主語+be動詞+動詞 ing  (now) 
～しているところです 



 
中2 チャレンジ3月 

 
（参考）過去の調査における正答率 

問題番号 学年 正 答 調査の名称 
正答率 

% 

【１】 

中２ 

enjoying 

平成24年度 
「学力向上のための
PDCA サイクルづくり
支援事業」Ｐ調査 

(中2年) 

46.4 

【２】 I can’t use it very well. 54.4 

【３】 

② 

Yes，he does． 54.4 

【４】 
It has about 300 students． 
It has about three hundred． 5.4 

【５】 
After school, I play tennis. 
I like it very much. 23.5 

 

 
（参考）過去の調査における正答数の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


