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6

⑴　①～③の（　　）内の語を適する形になおし，　　　に書きなさい。
　　①　　　　②　　　　③　　
⑵　下線部④の thereとは何を指すか。具体的に日本語で書きなさい。
　　（ ）
⑶　本文の内容について，次の質問に英語で答えなさい。ただし，（　　）内の語数で答えること。
　　１．Did Naoko help Yumi with her homework?　（３語）
　　　　
　　２．Who made some sandwiches for Yumi and Naoko?　（３語）
　　　　

⑴　下線部①を否定文に書きかえなさい。
　　
⑵　下線部②が意味の通る英文になるように，（　　）内の語（句）を並べかえなさい。
　　After that, they  .

⑶　③の（　　）内の語を適する形になおし，　　　に書きなさい。 　
⑷　本文の内容について，次の質問に英語で答えなさい。ただし，（　　）内の語数で答えること。
　　１．How did Mamoru go to Hokkaido?　（５語）
　　　　
　　２．What did Mamoru do on the second day in Hokkaido?　（３語）
　　　　

005 ／6
正答数由美の日記 　一般動詞の過去形（不規則動詞）

Saturday, April 18, cloudy

　Naoko came to my house this morning.  We ①（do） our homework in my room and helped each 

other.  My mother made some *sandwiches for us, and we ②（eat） them for lunch.  After lunch, we 

went to the library near my house.  We ③（read） many books ④there.  I said goodbye to Naoko at 

five o’clock.  *On my way home, I met my father.  So, we went home together.  I ate *curry for dinner 

with my parents.  We talked about many things during dinner.  After that, I took a bath and went 

to bed at ten.

（注） sandwich：サンドイッチ　　on one’s way home：家に帰る途中で　　curry：カレー

5

006 ／5
正答数物語文 　一般動詞の過去形（不規則動詞）

　Last summer, Mamoru visited his grandparents in Hokkaido, and stayed with them for three 

days.  He took a plane to Hokkaido.  ①His grandparents met him at the *airport.  ②After that, they 

（and / dinner / a restaurant / went / had / to）.  The next day, he *went fishing with his grandfather. 

He saw beautiful mountains and lakes.  He found *wild birds and animals, too.  On the last day, he 

bought some chocolate for his family.  He left Hokkaido in the afternoon, and came home before 

dinner.  He ③（tell） many things to his family about Hokkaido.  He had a great time there.

（注） airport：空港　　go fishing：釣りに行く　　wild：野生の
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⑴　下線部①が意味の通る英文になるように，（　　）内の語を並べかえなさい。
　　  during the Golden Week holidays?

⑵　下線部②が「ぼくたちは朝５時に起きました。」という意味になるように，（　　）内に適する語を１語ずつ書き
なさい。
　　　　　
⑶　次の英文について，本文の内容と一致するものには○を，一致しないものには×を書きなさい。
　　１．Akira went to the mountains in Hakone with his father. ［　　　　　］
　　２．Akira talked with many foreign students. ［　　　　　］
　　３．Akira and his father took a bath in Hakone. ［　　　　　］

⑴　下線部①を日本語にしなさい。
　　（ ）
⑵　下線部②が意味の通る英文になるように，（　　）内の語を並べかえ，全文を書きなさい。
　　
⑶　下線部③の themとは何を指すか。具体的に日本語で書きなさい。
　　（ ）
⑷　次の英文について，本文の内容と一致するものには○を，一致しないものには×を書きなさい。
　　１．Nancy went to the park and walked there with her dog. ［　　　　　］
　　２．Ken played tennis with Ryota yesterday. ［　　　　　］

007 ／5
正答数明のスピーチ 　一般動詞の過去形（不規則動詞）

　①（did / what / you / do） during the *Golden Week holidays?  My father and I *went hiking in Hakone.

②We （　　　）（　　　） at five in the morning.  We needed three hours from our house to Hakone. 

In Hakone, we walked in the mountains.  We met many students from foreign countries.  Some of 

them spoke to us.  We took some pictures with them.

　In the afternoon, my father and I took a bath in a *hot spring.  We came back home at eight in 

the evening.  I really enjoyed this short trip.  Thank you.

（注） Golden Week holidays：ゴールデンウィーク　　go hiking：ハイキングに行く　　hot spring：温泉
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008 ／5
正答数対話文 　be動詞の過去形・過去進行形

Nancy: Hi, Ken.  I saw your brother Yasushi in the park yesterday.

　 Ken: Really? ①When did you see him yesterday?

Nancy: Around ten in the morning.  I was walking there with my dog.

　 Ken: ②（doing / he / was / then / what）?
Nancy: He was playing tennis with someone.

　 Ken: That’s one of his hobbies.  He plays it with his friend Ryota every week.

Nancy: How about you, Ken?  Do you play tennis?

　 Ken: Yes, I do.  I sometimes play tennis with ③them.  But I was busy yesterday.

Nancy: I see.
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