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平成28年度　児童・生徒の学力向上を図
はか

るための調査

地区番号 学校番号 組 出席番号 氏　　　　名

中学校第 2学年　外国語＜英語＞　調査票

1　先生から「始め」の合図があるまでは，中を開けないでください。

2　調査票に地区番号，学校番号，組，出席番号，氏名を書いてください。

3　解答用紙に地区番号，学校番号，組，出席番号を書いてください。

4　調査の時間は，45分間です。

5　答えは，すべて解答用紙に記入してください。

6　問題 1 と 2 は音声を聞いて答える問題です。メモをとってもかまいません。

7　終わったら，見直しましょう。

8　先生から「終わり」の合図があったら，書くのをやめてください。

注　意
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　これから流れる３つの短い英語の対話を聞き，その応答として最も適切なものを
それぞれア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。対話は２回繰

く

り返します。

（1）　ア　I play it every Sunday.
　　 イ　I play it in Tama Park.
　　 ウ　I am not good at tennis.
　　 エ　I play it with my sister.

（2）　ア　OK.  I have a blue bag.
　　 イ　Sure.  How about this one?
　　 ウ　Do you like the big one?
　　 エ　Yes, I can.

（3）　ア　It’s about 20 minutes.
　　 イ　Just go straight on this street.
　　 ウ　Yes, you can.
　　 エ　I use two stations.

【外国語理解の能力】①～③
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　これから流れる英語を聞いて，次の（1）～（3）の各問題に答えなさい。答えとして
最も適切なものを，それぞれア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。英語は
２回繰

く

り返します。

（1） 　ジョン（John）と母親が話をしています。母親はどこにいると考えられます
か。

ア　ジョンの部屋
イ　リビングルーム
ウ　キッチン
エ　スーパーマーケット

（2） 　スー（Sue）とボブ（Bob）の電話での会話です。スーが公園でバスケットボ
ールをしようとしています。スーとボブの他にバスケットボールをするために
公園に来る人は何人ですか。

ア　２人
イ　３人
ウ　４人
エ　５人

（3）�　タケシ（Takeshi）が英語の授業で写真を見せながら身近な人物を紹
しょう

介
かい

する
スピーチを行っています。タケシが紹介している人の職業は何ですか。

ア　理科の先生　
イ　旅行の案内人
ウ　外国語の先生
エ　料理人

【外国語理解の能力】④～⑥
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　留学中に知り合ったベス（Beth）からサオリ（Saori）に電子メールが届きまし
た。あなたがサオリだとすると，次の電子メールを読んだ後，どのように行動しよ
うと思いますか。下のア～エの中には，ふさわしいものがいくつかありますが，あ
なたの考えに最も近いものを１つ選び，記号で答えなさい。

ア　べスからの次の電子メールを待つ。
イ　ベスの電子メールの中で意味の分からない語を辞書で調べる。
ウ　自分の週末についてべスに伝えるために返事を書く。
エ　ベスへの返信で誕生日プレゼントとして何をもらったかを聞く。

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】⑦

3

August 25thDate:

Dear Saori,
　I’m in Australia now, and it is very cool here.  Some friends visited me 
yesterday.  It was my birthday.  They had a birthday party for me. We ate 
cake and fruits.  We talked a lot and had a good time.  How was your last 
weekend?  Please tell me about it.
Your friend,
Beth
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　アキコ（Akiko）は英語の授業で外国の人にさくら市のことを紹
しょう

介
かい

することにな
りました。メモに書いた（1）～（4）のことを伝える英文を作成しています。 ①
に当てはまる英文を書きなさい。
　なお，＊印の付いている語には，［注］があります。

メモ

（1） さくら市に１０年前に来た。

（2） 寺や大仏で有名。

（3） さくら公園で美しい鳥を見るこ
とができる。

（4） この市を気に入っている。

原
げん

稿
こう

I want to *introduce Sakura City.
I came here ten years ago.
It’s famous for its *temples and 
Daibutsu.
You can see beautiful birds in Sakura 
Park.

①

Thank you.

［注］　introduce　紹介する　　temple（s）　寺

【外国語表現の能力】⑧
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　次の（1）と（2）の会話の（　　）に入る語として最も適切なものを，それぞれ下の
ア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。
　なお，＊印の付いている語には，［注］があります。

（1）　観光客がガイドブックを見せながら尋
たず

ねています。
＊Visitor: Is this famous Chinese *restaurant near here?
Student: It is （   　   ） the library and the park.

（2）　子供が母親に尋ねています。
Boy: What day is it today?
Mother: Well, look at the *calendar （   　   ） the wall.
 It’s Wednesday.

ア　between　　　　　　イ  in　　　　　　ウ  on　　　　　　エ  by

［注］　visitor　観光客　　restaurant　レストラン　　calendar　カレンダー

【言語や文化についての知識・理解】⑨⑩

　次の（1）と（2）の英文が正しい文となるように下線部ア，イの語をそれぞれ適切な
形で書きなさい。

（1） A:　What did you do last weekend?
  B:　I アgo  to Hokkaido last Sunday.

（2） A:　Is she イeat  a pancake?
  B:　No, she isn’t.  It’s an okonomiyaki .  It’s from Japan.

【外国語表現の能力】⑪⑫
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　ケイコ（Keiko）は帰国したアルバート（Albert）先生に英語で手紙を書くこと
になりました。ケイコが書いた手紙を読んで，あとの（1）と（2）の問題に答えなさ
い。
　なお，＊印の付いている語句には，本文のあとに［注］があります。

Dear Albert,
　Hello.  How are you in Canada?  I am fine.  
　I liked your English class.  You showed us some pictures from Canada.  We 
talked about the sports there.  
　*By the way, last week, I watched an *ice hockey game on TV.  It was very 
exciting.
　I want to see you and study English again.　Thank you very much.
*Sincerely,　
Keiko 

　［注］　by�the�way　ところで　��ice�hockey　アイスホッケー　sincerely　敬具

（1） 　下線部 It が表しているものは何ですか。次のア～エの中から最も適切なもの
を１つ選び，記号で答えなさい。

ア　some pictures
イ　an ice hockey game
ウ　the sports
エ　Canada

（2） 　この手紙でケイコが最も伝えたかったことは何ですか。次のア～エの中から
最も適切なものを１つ選び，記号で答えなさい。

ア　アルバート先生の英語の授業が楽しかった。
イ　アルバート先生と写真を撮

と

りたかった。
ウ　カナダの気候について知りたい。
エ　スポーツのテレビ番組が見たい。

【外国語理解の能力】⑬⑭
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　次の（1）～（4）の英文の流れに合うように（　　　）内の語を並べ替
か

えたとき，最
も適した順番になるものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。

（1）　友達との会話で
　　　A�:　What（　1　do　2　animal　3　like　4　you　）?
　　　B�:　I like dogs.

ア　1－4－2－3 イ　1－4－3－2 ウ　2－1－4－3 エ　1－2－4－3

（2）　部活動での会話で
　　　A :　Is that （　1　new　2　your　3　racket　）?
　　　B :　No, it isn’t.  That’s Nick’s.

ア　2－1－3 イ　2－3－1 ウ　1－2－3 エ　1－3－2

（3）　スピーチで
　　　I like volleyball very much, but my sister （1  not   2  it   3  does   4  like）.

ア　2－3－1－4 イ　1－4－3－2 ウ　3－1－4－2 エ　3－1－2－4

（4）　ALTからの質問で
　  ALT :　What （　1　usually　2　have　3　you　4　do　） for breakfast?
 Student :　I have bread and coffee.

ア　4－3－1－2 イ 4－3－2－1 ウ 4－1－3－2 エ　1－4－3－2

【言語や文化についての知識・理解】⑮～⑱
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　ナギサ（Nagisa）のクラスでは，英語の授業で「町の紹
しょう

介
かい

」というテーマでス
ピーチをすることになりました。ナギサは，町のマスコットキャラクターのリサ

（Risa）を紹介することにし，スピーチで伝えたい内容を次のような図にまとめま
した。図の内容に沿ったスピーチの原

げん

稿
こう

になるように，　　①　　に当てはまる英
文を書きなさい。
　なお，原稿を書く際に，分からない語句は辞書を使って調べ，下に示しました。

図

辞書を使って調べた語句：マスコットキャラクター　mascot�character

＜スピーチの原稿＞

Hi, everyone!
I want to tell you about my town’s mascot character.
Her name is Risa.
She is famous in my town.
You can see her in Aozora Park.

She likes cats very much. 
She is cute.
Thank you.

①

【外国語表現の能力】⑲
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かわいい 姉が一人いる

町で有名
猫
ねこ

が好き

あおぞら公園で
会える

マスコットキャラクターの
リサ
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先生

先生

ア

イ

ウ

エ

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】⑳

　英語の授業で，“What�am�I?”�というクイズを出し合うゲームをしました。最初
に先生が出題し，正しく答えられた人が，次のクイズを出すというルールで，最後
に先生がクイズに答えて，このゲームが終わりました。クイズと答えが正しくつな
がるように，下のア～エの記号を順番に並べかえなさい。
　なお，必要に応じて単語リストを使ってもかまいません。

10

I come from the sky in winter. 
I am white and cold. 
What am I?

You are a school !   Now it’s my turn. 
I am in Yamanashi and Shizuoka. 
I am very beautiful.
Many people visit me from many 
countries. 
What am I?

You are snow !  Now it’s my turn.
I am from Australia but you can see 
me in some zoos in Japan. I live in 
trees. 
What am I? 

You are Mt. Fuji !  Now it’s my turn.
Many people play me. 
You need a bat, a ball, gloves and 
nine players.  
What am I?

You are a koala !  Now it’s my turn. 
Many students come to me and they 
study a lot.  I have many classrooms.
What am I?

You are baseball !

sky

turn

country 
（countries）

zoo（s）

Mt.

need

bat

glove（s）

koala

空

順番

国 

動物園

～山

必要とする

バット

グローブ

コアラ

単語リスト
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　タロー（Taro）は英語の授業で，関心のあることについてクラスの人たちにイ
ンタビューをして，その結果を次の＜タローのワークシート＞にまとめ，発表する
ことになりました。あとの（1）～（3）の各問題に答えなさい。
　なお，＊印の付いている語句には，本文のあとに［注］があります。

＜タローのワークシート＞

11

Date:  July 5th   Name: Taro Yamada

Lesson 3 　　 関心のあることについてクラスの人たちにインタビューし，
結果を発表しよう。

Task 1　インタビューの準備をしよう。

　・　何についてインタビューするか考えよう。

　　　クラスの人たちが行くのが好きなところ
　・　質問する英語を考えよう。

　　　（a） Where do you like to go?

　　　（b） What can you do there?

Task 2　インタビュー結果を表（table）にまとめよう。

Name （a）　Place （b）　I can ……….
Jiro Oedo Museum look at pictures
Takashi Oedo Library read books
Sachiko Oedo Library read books
Mamoru Oedo Park play tennis
Takuya Oedo Park play tennis
Rika Oedo Library read books
Momoko Oedo Park play tennis
Teppei Oedo Park play tennis
Yuri Oedo Shopping Mall join in summer festivals
Hanako Oedo Stadium ①

Task 3　発表のしかたを考えよう。＜結果の考察→原
げん

稿
こう

作成＞

　・　何についてのインタビューの結果なのかをはっきりと言おう。

　・　何をどのように提示するのが効果的なのか，考えよう。

　・　 ランキングを言うだけでなく，インタビュー結果のとらえ方を工
く

夫
ふう

しよう。
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（1）�　タロー（Taro）は，まず，ワークシートのTask�1に記入をしてから，クラ
スの人たちにインタビューをしました。前ページの＜タローのワークシート＞
のTask�2の（b）の①に入る語句として最もふさわしいものを，次のハナコ

（Hanako）へのインタビューを読んで，下のア～エの中から１つ選び，記号で
答えなさい。

Taro: Hi, Hanako.  Where do you like to go?
Hanako: I like to go to Oedo *Stadium.
Taro: Oedo Stadium!    What can you do there?
Hanako: I can watch baseball games there.   
Taro: OK. Thank you.

［注］　stadium　球場

ア　watch tennis games  イ　play baseball　
ウ　watch baseball games エ　play tennis

【必要な情報を正確に取り出す力】�

（2） 　タローは，インタビュー結果をTask 2の表にまとめながら発表の構想を考
えました。すると，ALTのスミス（Smith）先生がアドバイスをしてくれまし
た。次の二人の会話の①，②に入る語句の組み合わせとして最もふさわしいも
のを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。

Ms. Smith: Hi, Taro.  What did you ask people?
Taro:  First, I asked them, "where do you like to go?"  Look at this 

table.
Ms. Smith:  What is the No. 1 place?
Taro:  It’s Oedo Park.  Four students like to go there.　I also asked, 

“What can you do there?”
Ms. Smith: That’s good.  
Taro: In Oedo Park, we can play tennis in all seasons.
Ms. Smith: How about the No. 2 place?
Taro:  It’s the（　①　）.  Three students like to go there.  We can 

read books there.
Ms. Smith:  OK.  It is （　②　） now.  What can we enjoy only in this 

season?
Taro:  Well, one student answered, “In the Oedo *Shopping Mall, I can 

*join in summer festivals.”  We can enjoy summer festivals 
only in this season.

Ms. Smith: Good.  You can say that in your *presentation.
Taro:   That’s a nice idea!  Thank you, Ms. Smith.

［注］　shopping mall 商店街 　join in ～ ～に参加する　 presentation�発表

ア　①Oedo Museum －②summer 　イ　①Oedo Library －②season
ウ　①Oedo Library －②summer 　エ　①Oedo Museum －②season

【比較・関連付けて読み取る力】�
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（3） 　タローは，調査した結果を基
もと

にグラフ（graph）を作り，発表する原稿をま
とめました。これまでのタローの活動を踏まえ，次の＜タローのワークシート
の一部＞の　①　に当てはまる英文として最もふさわしいものを，下のア～エ
の中から１つ選び，記号で答えなさい。

＜タローのワークシートの一部＞

　［注］　each　それぞれの　　place（s）　場所

ア　which do you like the Oedo Museum, or Oedo Stadium?
イ　I go to Oedo Park.
ウ　do you like the Oedo Library?
エ　let’s go to the Oedo Shopping Mall.

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】�

Task 4　発表原稿を書こう。
Hello, everyone. 
Where do you like to go?
I asked ten students about that question.

Please look at the graph.
In our class, many students like to go to 
Oedo Park.
Four students like to go there.
I asked them, “What can you do there?”
＊Each student answered, “I can play tennis 
there.”

Next is the Oedo Library. Three students 
like to go there.
They said, “In the Oedo Library, we can 
read books.”

One student said, “In the Oedo Shopping Mall, I can join in summer 
festivals.”  Summer festivals are fun in this season. 

So, ①

We can do many things in this city.
Thank you.

Graph : Places

Oedo 
Park

Oedo
Library

Oedo 
Shopping 
Mall

Oedo 
Museum

Oedo 
Stadium
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John: Look at this.  
Aya: Let’s see…Traditional Japanese Performance Program.  What’s that?
John: We can learn shamisen , koto , shakuhachi , or nihon buyo .
Chika: Look here!  We can perform at Midori Park.
David: Midori Park!  Nice!  
Aya:　 Which program ＊are you interested in, John?
John:  I like music and I can play the guitar.  I practice the guitar every 

Wednesday.  I choose this.  It’s like a guitar.  Do you like music, David?
David:  Of course.  I like dancing, too.  I have dance lessons every Wednesday.  

And, I have a yukata . I like nihon buyo , too.  I choose it. How about you, 
Chika?  Which program are you interested in?

Chika:  Well, I like music and I also like dancing.  I can’t ＊choose. I practice 
soccer every Tuesday.  So I can’t join every Tuesday.

*Traditional Japanese Performance Program
You can *perform at Midori Park on August 28th.

Lesson Day
shamisen ○ Japanese *musical instrument

○It has 3 *strings.  
○It is like a guitar.

Thursday
& Saturday

koto ○ Japanese musical instrument
○It has 13 strings.

Tuesday
& Saturday

shakuhachi ○ Japanese musical instrument
○It is made of *bamboo.
・bring your yukata

Wednesday
& Saturday

nihon buyo ○Japanese dance
・bring your yukata

Tuesday
& Thursday

　アヤ（Aya），ジョン（John），チカ（Chika），デイビッド（David）は，夏休み
に地域で行われる日本の伝統芸能体験講座に参加することにしました。それぞれが
参加する講座を決めるために次の＜チラシ＞を見ながら話をしています。＜チラ
シ＞と下の＜会話文＞を読んで，あとの（1）～（3）の各問題に答えなさい。
　なお，＊印の付いている語句には，それぞれ下に［注］があります。

12

＜チラシ＞

＜会話文＞

［注］ Traditional Japanese Performance Program 日本の伝統芸能体験講座
perform 演じる・演奏する　musical instrument 楽器　string（s） 弦

げん

･糸　 
bamboo 竹

［注］  be interested in ～　～に興味がある　　choose　選ぶ
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（1）�　４人のうち，nihon�buyoを選ぼうとしているのは誰
だれ

ですか。次のア～エの
中から１つ選び，記号で答えなさい。

ア　Aya　　　　イ　John　　　　ウ　Chika　　　　エ　David

【必要な情報を正確に取り出す力】�

（2）�　チカがどちらの曜日とも参加できる講座を，次のア～エの中から全て選び，
記号で答えなさい。

ア　shamisen　　イ　koto　　ウ　shakuhachi　　エ　nihon buyo
【比較・関連付けて読み取る力】�

（3）�　４人は，会話を次のように続けました。アヤとチカが選ぼうとしている講
座の組み合わせはどれですか。下のア～エの中から１つ選び，記号で答えな
さい。

Aya:  Let’s choose different musical instruments.  We can play *as an 
ensemble.  David can dance with us.

David:  OK.
Chika:  That’s a good idea.  I can’t go to koto  lessons.  So I choose this.
Aya:  Well, I’m busy every Wednesday and Thursday. But I’m free every 

Tuesday and Saturday.  So, I can choose this.   Let’s perform together.
John: OK.  That *sounds interesting. 

［注］　as�an�ensemble　合奏で　　sound（s）　～に聞こえる　　

� 　　　　アヤ�� � 　チカ
ア　shamisen � －� koto
イ　nihon�buyo � －� shamisen �
ウ　koto � � －� shakuhachi
エ　shakuhachi � －� nihon�buyo

�

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】�
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