埼玉県学力・学習状況調査（中学校）

Ｈ３１

復習シート 第２学年 英語
組

番
号

名
前

（「聞くこと」を問う問題）
１ これから放送される会話を聞いて、会話の内容に合うイラストとして最も適切なもの
を下の１～４のうちから１つ選びなさい。
（１）
レベル７～９

【放送される英文】
A: Hi,Takeshi.

I had sukiyaki last night. What did you eat?

B: Oh, Me too.

I went to Japanese restaurant.

（２）

【放送される英文】
A: What time is it now?
B: Well, it's ten thirteen..

答え

レベル７～９

答え

２ これから放送される（１）、（２）の英語の話しかけを聞いて、それに対する答えと
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）＜生徒が先生に＞
ア At noon.
イ Yes, you can.
ウ In the park.
エ At school.

レベル１０・１１
答え

【放送される英文】When can I go home?
（２）＜隣の席の友達があなたに＞
ア Yes, I do.

レベル１０・１１
答え

イ No. It's Ken's.
ウ Oh, thank you.
エ I have three pens.
【放送される英文】Is this your pen?

３ これから、ヒル先生（Mr. Hill）が自己紹介をします。よく聞いて、英文の内容につい
ての質問（１）、（２）に対する答えとして最も適切なものをア～エのうちから１つ選び
なさい。
（１）ヒル先生の部屋の中にあるお気に入りのものは何ですか。
レベル１０・１１
ア ゲーム
ウ テレビ

イ
エ

野球のボール
いす

答え

（２）ヒル先生がたいてい部屋ですることを述べているのはどれですか。 レベル１０・１１
ア 音楽を聴くこと
イ 野球のアニメを見ること
答え
ウ 読書をすること
エ テレビゲームをすること

【放送される英文】
Hello, everyone. I’m Royce Hill. I’m from Australia.

I’m 32 years old.

I like baseball very much. But I often spend my free time in my house. My room has
a nice chair.
there.

It’s my favorite.

I usually read books and watch baseball games on TV

What do you usually do in your free time? Let’s talk about it.

Thank you.
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（「聞くこと」を問う問題）
１ これから放送される会話を聞いて、会話の内容に合うイラストとして最も適切なもの
を下の１～４のうちから１つ選びなさい。
（１）
レベル７～９

【放送される英文】
A: Hi,Takeshi. I had sukiyaki last night. What did you eat?
B: Oh, Me too. I went to Japanese restaurant.

答え

3

〈対訳〉A:やあタケシ。昨夜すき焼きを食べたのだけど、君は何食べたの。
B：わあ、私も同じですよ。和食のレストランに行ったんです。

（２）

レベル７～９

【放送される英文】
A: What time is it now?
B: Well, it's ten thirteen..

〈対訳〉A:今、何時ですか。
B：ええと、１０時１３分ですね。

答え

４

２

これから放送される（１）、（２）の英語の話しかけを聞いて、それに対する答えと

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）＜生徒が先生に＞
レベル１０・１１
ア 正午に
ア At noon. イ Yes, you can.
答え
イ はい、いいですよ。
ウ In the park. エ At school.
ウ 公園で
【放送される英文】When can I go home?
エ

＜対訳＞ 私はいつ家に帰れますか？

（２）＜隣の席の友達があなたに＞
ア Yes, I do.
イ No. It's Ken's.
ウ Oh, thank you.
エ I have three pens.
【放送される英文】Is this your pen?

ア

学校で

ア

はい、そうします。

イ

いいえ。ケンのペンです

ウ

あぁ、ありがとう。

エ

３つのペンを持っています。

レベル１０・１１
答え

イ

＜対訳＞ これはあなたのペンですか？

３ これから、ヒル先生（Mr. Hill）が自己紹介をします。よく聞いて、英文の内容につい
ての質問（１）（２）に対する答えとして最も適切なものをア～エのうちから１つ選びな
さい。
（１）ヒル先生の部屋の中にあるお気に入りのものは何ですか。
レベル１０・１１
ア ゲーム
イ サッカーボール
答え
ウ テレビ

エ

いす

My room has a nice chair. のすぐ

エ

あとに It’s my favorite.とある。

（２）ヒル先生がたいてい部屋ですることを述べているのはどれですか。
ア 音楽を聴くこと
イ 野球のアニメを見ること
ウ 読書をすること
エ テレビゲームをすること
I usually read books

there. とある。

レベル１０・１１
答え

ウ

【放送される英文】
Hello, everyone. I’m Royce Hill. I'm from Australia. I'm 32 years old. I like baseball
very much. But I often spend my free time in my house. My room has a nice chair. It’s my
favorite. I usually read books and watch baseball games on TV there. What do you usually
do in your free time? Let's talk about it today.

＜対訳＞
こんにちは、みなさん。私はロイス ヒルです。オーストラリア出身です。32 歳です。 私は野球が大好きで
す。でも私はよく家で自由な時間を過ごします。部屋には素敵ないすがあります。それは私のお気に入りです。
私は部屋でたいてい本を読んだり、テレビで野球の試合を見たりします。あなたはたいてい自由な時間に何を
しますか。今日はそのことについて話しましょう。

