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次のポスターがあなたの学校の掲示板に貼ってあります。ポスターを読み、あとの
問いの答えとしてふさわしいものをア～エの中から１つ選び、記号で答えましょう。

Let’s go to ABC Zoo！
We have a new zoo near your school. A lot of animals are here. You will enjoy
watching them.
◇Opening time
Tuesday, Wednesday, and Friday

10:00 a.m.～ 5:00 p.m.

Thursday

10:00 a.m. ～ 11:50 a.m.

Saturday and Sunday

9:00 a.m. ～ 5:00 p.m.

Monday

Holiday

●*Admission fee
Adults

*$ 15

Junior high school students

$ 10

Children

$5

※You can’t watch animals after 4:50 p.m.
※If you show your *ID card, you can enter with seven *dollars.
※If you eat some food, you can eat it only at the food corner.
※You must not give any food to animals.
［注］ Admission fee 入場料

$＝dollars ドル（アメリカなどの貨幣単位）

ID card 身分証明書
(1) What day can you go to ABC Zoo in the afternoon?
ア Tuesday and Saturday
イ Thursday and Saturday
ウ Thursday and Sunday
エ Sunday and Monday
(2) If you go to ABC Zoo with your ID card, how much do you need?
ア $3
イ $5
ウ $7
エ $12

２

あなたは、英語新聞の記事に見出し（タイトル）を付けようとしています。次の記
事を読んで、最も適切な見出し（タイトル）をア～エの中から１つ選び、記号で答えま
しょう。
Ten junior high school students and two teachers from Kenya will visit us soon.

They will come to our school on the afternoon of July 5. They are very interested in
Japanese traditional dances. So, students in the second grade will show them our

bon dances and then dance together. Let’s have fun!
ア Let’s Enjoy Dancing with New Friends from Kenya!
イ Goodbye, Dear Friends. Come Back Soon!
ウ We’ll Visit Kenya This Summer!
エ Welcome, Ten Teachers from Kenya!
３

次の対話文の(1)～(3)の（

せましょう。作成した英文は

）に合う適当な英文を作成し、会話を完成さ
の中に書きなさい。ただし、主語と動詞を含んだ文

で書きなさい。
(1) あなたは、友達の Mike と英語クラブの部員募集のポスターを作成しています。
You : （

）

Mike :

Red pen? Here you are.

You :

Thank you.

(2) あなたは、放課後、友達の Tom と話しています。
Tom: Do you have any plans for this weekend?
You : Yes. （

）

Tom: That’s good. I like soccer. Can I come?
You : Sure. Let’s go together.

(3) あなたは、休み時間に、White 先生から廊下で話しかけられました。
Mr. White : I hear you will go to America next summer.
You

: Yes. I’ll go there for one week. I want to speak English well.

Mr. White : What will you do to speak well?
You

: （

Mr. White : That’s a good idea.

）

４

来月、あなたの学校にアメリカの姉妹校から訪問団一行が来校することになりまし
た。あなたは、その方々を歓迎する集会で、
「日本のおすすめの場所」を紹介するスピ
ーチをすることになりました。
次の書き出しに続けて、スピーチ原稿を完成させましょう。ただし、下の条件に従
うこと。

＜条 件＞
・５文以上の英文で、それぞれの英文は３語以上とする。
・最初の Hello, everyone.と最後の Thank you.は、５文に含めない。
・場所を１つ選び、その場所をおすすめする理由を書く。
・それぞれの文はつながりのあるものとする。
・同じ動詞や表現を不自然に繰り返さない。
・相手に質問する文や相手を誘う文は書かない。

Hello, everyone.

Thank you.
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Hello, everyone.

Thank you.
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（１）

(解答例)Can[May] I use your (red) pen?

Do you have a red pen?

など

（２）
(解答例)I’m going to watch a soccer game.

.

I’ll play soccer with my classmates.

（３）

など

(解答例)I’ll watch American movies. I’ll listen to English songs.

I’ll talk with you more.
I’ll make some friends and talk with them. など

４

Hello, everyone.

(解答例)

I think Kanazawa is a good place. It is not far from Toyama.

I visited it[the city] with my friends last year. I went to
Omichoichiba, the 21st century museum, and Bukeyashiki.
My favorite was Omichoichiba.
Many people visit it.

It is famous for fresh fish.

You can enjoy nice sushi.
など

Thank you.

