
Challenge 
２年英語        

チャレンジ問題６月  
次の英文を読んで，【１】から【７】の各問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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４語を並べかえて書きなさい。ただし，文の

始めにくる語は，大文字になおして書きなさい。 

【３】下線部③が「８月」の意味を表すように，（    ）内に正しい英語１語を書きなさい。 

◇本文の内容について【４】，【５】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。 

【４】 Does Yumi play the piano? 

          （          ）,（          ） （          ）．  

【５】 Who is in the chorus club? 

          （      ）is．   

【６】前後の文のつながりを考えて，       A        内に当てはまる最も適切な文をア～エの中から一つ

選び，記号を書きなさい。 

ア it’s very long.     イ  it’s very interesting. 

ウ  it’s very late.    エ  it’s very big. 

【７】本文の内容に当てはまる文をア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。 

                 ア この手紙は，５月５日にナンシーが書いたものである。 

          イ 由美は，姉の理沙(Risa)より２歳年下である。 

          ウ 由美と姉の理沙(Risa)は，２人とも音楽がとても好きである。 

          エ 由美は，ナンシーとその友達について知りたいと思っている。 

  ［解答欄］ 

【１】  

【２】 （                      ）very well. 

【３】  

【４】 （           ），（            ）（            ）． 

【５】 （           ） is. 

【６】  【７】  

      ＜女子中学生の由美（Yumi）がナンシー（Nancy）にあてて書いた初めての手紙です。＞ 

May 5 

Dear Nancy， 

This is my first letter to you．I want to be your pen friend, so I am writing this letter. 

Hello, my name is Tanaka Yumi．I live in Nagano, Japan. I'm thirteen years old. I go to Aoba Junior 

High School in Nagano. 

I like music very much．I play the piano. I practice it every day.  It’s difficult, but    A     

Do you like music?  

I have four people in my family, my father, mother, sister and me．My sister is seventeen years old．

Her name is Risa．She①（ go ）to Midori High School . She also likes music very much．She is in the 

chorus club. ②（ sing / she / songs / can ）very well. She has a big concert every ③(  ８月  ). 

Please tell me about you and your family． 

Your friend, 

          Yumi   
〔注〕letter：手紙 I want to be your pen friend．：あなたのペンフレンドになりたい。 

writing：write（書く）の-ing 形  years old：～歳 Junior High School：中学校 practice ：練習する 

difficult：難しい High School：高校  chorus：合唱  concert：コンサート  tell：教える 

名 前 
 

 



Challenge 
２年英語        

チャレンジ問題6月  
次の英文を読んで，【１】から【７】の各問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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４語を並べかえて書きなさい。ただし，文の

始めにくる語は，大文字になおして書きなさい。 

【３】下線部③が「８月」の意味を表すように，（    ）内に正しい英語１語を書きなさい。 

◇本文の内容について【４】，【５】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。 

【４】 Does Yumi play the piano? 

          （          ）,（          ） （          ）．  

【５】 Who is in the chorus club? 

          （      ）is．   

【６】前後の文のつながりを考えて，       A        内に当てはまる最も適切な文をア～エの中から一つ

選び，記号を書きなさい。 

ア it’s very long.      イ  it’s very interesting. 

ウ  it’s very late.     エ  it’s very big. 

【７】本文の内容に当てはまる文をア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。 

                 ア この手紙は，５月５日にナンシーが書いたものである。 

          イ 由美は，姉の理沙(Risa)より２歳年下である。 

          ウ 由美と姉の理沙(Risa)は，２人とも音楽がとても好きである。 

          エ 由美は，ナンシーとその友達について知りたいと思っている。 

〔解答欄〕 

【１】 goes 

【２】 （She  can  sing  songs ） very well. 

【３】 August 

【４】 （   Yes   ），（   she   ）（  does  ）． 

【５】 （   Risa   ） is. 

【６】 イ 【７】 ウ 

      ＜女子中学生の由美（Yumi）がナンシー（Nancy）にあてて書いた初めての手紙です。＞ 

May 5 

Dear Nancy， 

This is my first letter to you．I want to be your pen friend, so I am writing this letter. 

Hello, my name is Tanaka Yumi．I live in Nagano, Japan. I'm thirteen years old. I go to Aoba Junior 

High School in Nagano. 

I like music very much．I play the piano. I practice it every day.  It’s difficult, but    A     

Do you like music?  

I have four people in my family, my father, mother, sister and me．My sister is seventeen years old．

Her name is Risa．She①（ go ）to Midori High School . She also likes music very much．She is in the 

chorus club. ②（ sing / she / songs / can ）very well. She has a big concert every ③(  ８月  ). 

Please tell me about you and your family． 

Your friend, 

          Yumi   
〔注〕letter：手紙 I want to be your pen friend．：あなたのペンフレンドになりたい。 

writing：write（書く）の-ing 形  years old：～歳 Junior High School：中学校 practice ：練習する 

difficult：難しい High School：高校  chorus：合唱  concert：コンサート  tell：教える 

解説シート 

Who (誰ですか) 

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) 

「彼女は歌を歌うことができる」という文にしましょう 

主語 sheが三人称単数です 

直前に but(しかし)があることに注目しましょう 



 
中 2 チャレンジ 6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 

goes   

平成 26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) 

  より「知識に関す
る問題」 

44.6  

【２】 
（She  can  sing  songs ） 

very well. 69.6  

【３】  August  36.8 

【４】 Yes, she does. 69.9 

【５】 （   Risa   ） is. 49.0 

【６】 イ 70.9 

【７】 ウ 72.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


