
問題用紙 0■口3`「 11月 24日

第 3学年 英語科 2学期期末テストEnglsh ttom fo「 9'h Cr口 ders

Closs(   )No.(   )Nome(                  )

《知識・技能の問題》

|.[リ スニング問題]放迷を重いて査える問量です。                【2点×⑫】

(|)No.1～ No3の 二つの英文を聞いて、それぞれの内容に最もよく合う絵を一つ選び、その記号を書き

なさい。美文はそれぞれ2口放送します。

No.| 7 イ ・，

欝

Nc.3
粂撃

(2)こ れから :ヽ0.4か らNoマ まで.四つの英語による質問を放送します。放送 される質問i■′(費 さ.そ

の質問の受 :す 答えを選■・間建です.それぞれの質問の受け答えとして最もよく合'■ う●一つ選 0.その

記号L書 きなtt,英語にょる質問はそれぞれ |口 のみ放送しま,.

li..'.,

? He is 20 yeors o d

〓
，

‐‐‐■■■■■■■■■■■■■ヽ

No.2

No.4

ア lt.s8:30

イ  It's sunny

ウ I十 's Ociober 15+h.

f[= :IIs Fridoy.

No.5

7 Twic€.
.( For two hours.

/ Every vronooy,

a ln December,

No.6

@ Yes, sl':e is.

-{ No, she doesn i
, Yes, she wiil.

r No, she wosn'1.



・・司題用紙

(3)中学生のあやが日本で働いているエミ:,― にインタビューをします。インタビユーの内容を聞き、No.8

からNo.10の 質問の答えとして適切なものを記号で重びなさヽ`。インタビューは2回放送します。

No.8 Whol kind oiJob aoei a:1!y..:
7 An engineer.

/ An Eng lsh teocher.

, A reslouront owner.

|ヽ o.9  V hen Oid Emily vlsited Kyolo fOrThe firsi十 ime,

ア in 2010

イ In 2012.

ウ In 2014.

J= In 2016.

llo. C Who helpea Emiv t'ler she wonred ro go.to Kinkoku jt?
7 Young boys did.

' io-"o oir s o;c,

t A ieocher did.
a A guide did.

(4)朝 美は中学生の将来就きたい職業ランキングについて調べ、学級でプレゼンテーションをします。下

の表は、朝美が調べた資料です。プレゼンテーションを聞き、空欄に適切な数字や日本語を書きなさい。

プレゼンは2口放れ ます。

No.:|【 ⑪ 】//No.12【 ⑫ 】

%

1位 44

①2位

3位 20

中学生の需来離tたい職業ランキング(男セ別)

男子 々子 %

,位 タン十一 48

2位 歌手 32

3位 ⑫ :7

ゲー●ク
`,エ

イター

ユーチュー′ヽ―

サ薇 ―選手

リスニング問題は以上です

´
‘

0オロ31■ li月 24日



問題用紙 今オロ3′
「

|1月 24口

筆記問題

2.朝美はガンディー(GOndhi)に ついての伝記を読んでいます。伝記の内容を読んで
'X下

の問いに答え
ち キ ヽ｀

2 ×

(1))欠の英xを読んで、本文の内容と合ってヽ`ればTを、そうでなければFを 書きなさい。

「i′  ′ヽvhen Condhi nloved+O Sou+h,へ fricc,+い ere tけ cs no discririinoキ ic‐ s

イ 8ritiSh 10vv wOs unfoir十 o lndion people.

ウ Gondhi wOs Orrested becouse he led o movement for rignis.

※ led:leodの過去形

(2)下線部の②【be】 を通切な形にしなさい。

Gondhi moved to South Africo to work os o lswyer in

exomple, Indions could nol go out ot nigh+ freely or wolk on the sidewolk.
There were olso hotels thot did no* occept Indiqn guesls.

In 1906, the Brifish mode q low thot wos even more unfoir tg Indion people.

Indions in South Africq got ongry ond stood up ogoinst the low. Gondhi
decided to leod o movement to protect their rights. Hisniessogewos ,,Don,t

follow fhe low, but doh'+ use violence, even if you qre orrested." Soon the
joils become fr.]ll of Indions, ond Gondhi himself wos sent there.

Finolly, in 1914, ofter mony yeors ond much effori, the low wqs removed,
It showed thof non-violent movements cqn be effective.

【under(3ritish rule o十 十ho+lime ond th e re ②】 o lot of di

1893. It_く )【 be】

scriminotion. For

(3)次 の質問に英語で答えなさい。

フ' COuld lndiOnS in S()uth Africo 90 10uす 0+nighf freel,/?

イ Vヽhen vvOs the unfoirlow removed'

R



問題用紙 てヽわ31F11月 24日

3.次の日本語に合うように、【 】内に適する表現を記号で選びなさい。ただし、先頭で始まる単
語も小文字で書き始められています。                   【2点 X③】

(1)その当時、私は子供でした。
I wos c child【   】.

ア

イ

ウ

エ

occording to
of thot time
even if
thousonds of

4.次の (1)～ (4)の (  )内 の語 を適切な形にして、1語で書 きなさい.

(|)Ken(study)■ o十 h every Tuesdoy.

(2)Hcve yOu eve「 I see)Ms.Mori before?

(3)This is,he cじ「rv(cOOk)by Ken.

(4)Fish(cO+ch)by Keri v′ e「e del,cious.

(2)グラフによると、今年の冬は寒くなるでしょう。
【  】the 9roph,1+w“ i be cOid this winter.

(3)た とえぉ金があっても、私は旅行には行かないでしょう。
【   】I hOVe mOney,Iヽ von'十 go on o trip.

‐■■■■■■●●

5.次の (|)～ (5)の英文が正しくなるように、(

なさい。

)内 の語
"ヽ

ら適切な語を,語ずつ選んで答え

【2点×⑤】

(l) The mcn (icK!.g io{en r, rolk I to totk ) picture is my fofner.

(2)ThiS iS the gi「 1(Wい 0'WhiCh・ how/where)lives in A,erico.

(3) Toke the irdin ( vr'ho ,i which / when ,/ whe:e ) coes r. As6hi s.totion

(5) 1+ is eosy ( to / of / on I for ) ne to run fos1.

(4) He.e is o report ( write I wrale I wrilien / wriling ) in Engiish.

■

【2点 X④】



6.対話の流れ|〔 合うように.【 】の語旬を並べ換えなさい。ただし、先頭で始まる単語も小文字
で書き始0られています。                  【2点×CI]

問題用紙

≪表現力・判断力・表現力の問題》

7.次の(1)～ (3)の質問に対するあなたの答えを基xl文で答えなさヽ`.

(1)DO you know ho、 ^v+O mGke o cOke?

(2)VVh Oす 。O youl:ke io do in yOurfreeォ
iineつ

(3)‐ I■ls fun for you十 O sin9 0 SOngつ

次のページに進みなさい.

0オロ3'「 |1月 24日

(|)メ グ(MCo｀ ヒボブ (Bの b)の会議で

～
leg: ヽヽ′

卜●十k,■ O Of person you、、Ont io be llke?               .
B° bi〔 WCr.`「 巨い911Sh′ ° perS° n′ WhO/i■ COn′ 6e/SpeOK 110 1.

・`
le9: 

｀
′

・
CC´e OlreOdy gOOC Ci SpeCkin9 1三 nglisl,Sob.

(2)朝美 (AsOmi)と 海べ (K。 ●。)と の会話で
/｀ SOlm i : I heCr`｀ 十ho十 十he´ (● is G gOcd Uc pcrese´os十 o urc● t nec‐ ■re slQ+iOn.
Kα lio :【 where l I,know′ is′ lhe restouront】

.

DO you Ⅵ′Ont ine tOす 。ke yOu thereワ

(3)メ ァ 1′ ― (1´ 。ry)と マイク(Mike)こ の会議で

Mike:【 whO's′ 。n orcnge T_snir十 ′iho1 91rl/Weorin9】 つ
4ヽ0rゾ I Tho十 .s Miho.She is my besi frlend.

M ike:  I see.She looks∨ ery kind.

〔3点 X③】



問題用紙                                。和3年 11月 24日

8.エマ(Emmo)の誕生日当日、直樹(Nooki)は プレゼントを波しました。以下の英文は直樹とエ

マの会話文です。 【3点×③】
製●Okl:■ Oppy Bir'hdoy,Eml"● 1~「 いis is fOr yOり .

Emmo:Oo,you remembered!

N。 ●́ i:Ir s O chOcOlo十 eO【 2～ 3語 】 |。 st week.

E,γい01T:,onk you NoOkill m so glod.

② I'll prepore some+hing for you.
Nocki : Reol{y? Thqnks!

、11‐ 1.■ it'「それは私が先週買ったチヨコレートです。」とするために適坊な表現を書きなさtヽ .

=―

‐́
■_■ の字数を守ることとします.

(2)①として、不通切な表現はどれですか
'記

号で答えなさい。
ア: Who十 do you wOnt for yOur birt1ldoy  ・

イ: Do yOu ho∨e onyl“ ng tho+you vvon+

ワ:ぜ
]IFIIS yOur bir十hdoy

(3)次 の質問に英語で答えなさヽヽ.

If you cre Enlmo,v′ hO十 、vill you buy fOr Nookt's birthdOy?

9.対話文の【 】に入るのに不重塑なものを記号で選びなさい。

(1) A:There ore mony students who hove their own sm(1■ phones.

VVhot d。 ソOu think obou+thisつ

EI: 【   】
ア: l think StudentS ShOuld nOt have'heir smo「 十ph()nes

イ: Itis OK becouse smoけphones ore useful.

ウ: I think my fomily use their smoけ phones.

(2) Do yOu knOw hOwす。get十o Midori Pα rk?

【     】
.: Sho11 1+α

ke yOu there?

: VVOuld yOu like meす o9o十 here with you?

■ No,thonk you.1'm fine.

Ａ

Ｂ

ア

イ

ウ

ム
）

|

,

【2点×③】



「・1題周織 0■口3'「 |1月 24日

(3) A: Excuse me. Do you know where Midori Cify Hotel is?

B: ( )
7: Midori resiouront is fomous, too,
,l: Yes. Sholl I toke you lhere?
,: I'll go there too. why don't you come wilh me?

10.【 】内の単語から適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。     【1点 ×④】

(1)ThiS iS Oつ iClu re【 in― of〕 my fomlly.

(2) Gondhi、・os born 【 ,「.― oF 】()cす obe「 2, 1860.

(3) l know 【 oヽw′ whcT : =O mGke C COke.

(4)This is o fgn【 who・ lhat' l boughオ in KYo十o.

||.工 1'力 は、カーダの中学生アン(Anne)かぅメールをもらいました.以下のメールを読み、あな

たがエリカになったつもりで空属スヘースを埋め、返信メールを完成させょしょう。

※字数は25字以上30字以内とします。                  【6点】

【アン々 ら`のメール】

Deor Eriko,
Hcw ore you?

Yesterdcy, I hod o presentotio. in on English closs. The iopic wcs "ThepersonI
!-espect". Ii wos o litt e difficult for me, but i did my best.
The person I respeci is my mc-iher. Some dqy l wont to be like her.

How oboul you, Erikc? Pleose te I me oboui the person you respecr.
A. na

隧 信メール

「
，

Deor Anne.
Thonk you for your e-moil. I wonted to see your presentotionl
I olso hove fhe person I respect. I will tell you obout this.

Eriko



問題 用紙 今和 3年 11月 24曰

《学びに向かう力の問題》

2学期の学習で努力したことと、冬体み期間に頑張りたtヽ ことを書きましょう。

(日 本語、英語どちらで書いてもOKです。)

8


