Challenge

２年英語

チャレンジ問題５月

名 前

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。
）
新しい女性のＡＬＴのリサ・グリーン（Lisa Green）先生が，初めての英語の授業で自己紹介をしています。

Hello, everyone. I’m Lisa Green. I’m twenty-seven years old. I’m from Sydney in Australia.
I ①（come）to Nagano City last month. Now I live near our school.
I like Japanese culture very much. My favorite Japanese food is soba. I sometimes go to
Togakushi and eat soba with Mary.
Mary is my friend. She is an English teacher at high school. Last Sunday we went to Zenkoji
temple . It is very famous, right? We saw many people there. We had a good time.
I want to learn about Japan more. But②（well / know /don’t / very / I / Japanese ）.
So I’m studying Japanese very hard .
I’m very happy to see you. Let’s enjoy English together! Thank you.
soba そば

〔注〕 ～years old ～歳

last month 先月

culture 文化

Togakushi 戸隠

high school 高校

Zenkoji temple 善光寺

famous 有名な

～, right? ～ですよね

want to learn 学びたい

more もっと

to see you 皆さんに会えて

together 一緒に

◇【１】下線部①の（

saw see（見る）の過去形
hard 熱心に

）内の語を，最も適切な形に直して，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】 Is Lisa from Nagano City in Japan?
（

）, （

） （

）．

【４】 What does Mary teach at high school?
She (

） （

）．

◇【５】次の条件に従って，英語２文で自己紹介文を書きなさい。
【条件】①１文目は，自分の名前を紹介する英文を書く。
②２文目は，自分の好きなこと，できることなどについての英文を４語以上で書く。
〔解答欄〕
【１】
【３】
【４】

【５】

【２】

（

） .

（

），（
She （

）（
）（

）．
）．
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解説シート

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。
）
新しい女性のＡＬＴのリサ・グリーン（Lisa Green）先生が，初めての英語の授業で自己紹介をしています。

Hello, everyone. I’m Lisa Green. I’m twenty-seven years old. I’m from Sydney in Australia.
I ①（come）to Nagano City last month. Now I live near our school.
I like Japanese culture very much. My favorite Japanese food is soba. I sometimes go to Togakushi
and eat soba with Mary.
Mary is my friend. She is an English teacher at high school. Last Sunday we went to Zenkoji
temple . It is very famous, right? We saw many people there. We had a good time.
I want to learn about Japan more. But②（well / know /don’t / very / I / Japanese ）.
So I’m studying Japanese very hard .
I’m very happy to see you. Let’s enjoy English together! Thank you.
〔注〕 ～years old ～歳

soba そば

last month 先月

culture 文化

Togakushi 戸隠

high school 高校

Zenkoji temple 善光寺

famous 有名な

～, right? ～ですよね

want to learn 学びたい

more もっと

to see you 皆さんに会えて

together 一緒に

◇【１】下線部①の（

saw see（見る）の過去形
hard 熱心に

）内の語を，最も適切な形に直して，１語で書きなさい。

下線部①を含む文に last month（先月）とあり過去の文です

◇【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。

「私はあまり日本語を知りません」という文にしましょう

◇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（
【３】 Is Lisa from Nagano City in Japan?
（
）, （
） （

）内に１語ずつ書きなさい。

Is～？→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)

【４】 What does Mary teach at high school?
She (

） （

what (何ですか)

）．

◇【５】次の条件に従って，英語２文で自己紹介文を書きなさい。
【条件】①１文目は，自分の名前を紹介する英文を書く。
②２文目は，自分の好きなこと，できることなどについての英文を４語以上で書く。

came

【１】
【３】
【４】

（

No

【２】

），（

( I don’t know Japanese very well
she /she’s

）

（

isn’t /not

）．

She （ teaches ）（ English ）．
（正答例）I’m (My name is) ～.

【５】

I like English very much. / My favorite food is sushi.
I can dance well. / I play basketball every day.

).

中 2 チャレンジ 5 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】

came

51.4

【２】

I don’t know Japanese
very well .

64.0

【３】

No，she isn’t．／No, she’s not.

【４】

中２

（She） teaches English.
（正答例）I’m (My name is) ～.

【５】

I like English very much. /
My favorite food is sushi. /
I can dance well. /
I play basketball every day.

（参考）過去の調査における正答数の分布

平成 25 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)

42.3

25.2

56.4

