
5

次の各文を読み，本文の内容と一致する場合は○，一致しない場合は×を下の解

答欄に書きなさい。

第①段落

□ 1 これは先生が4月の初めにした話である。

□ 2 先生は自分が若かったころにしたかった2つのことについて話した。

第②段落

□ 3 先生は生徒に，友だちといっしょに外国に行ってほしいと思っている。

□ 4 先生は大学生のころアメリカへ渡り，アメリカで勉強した。

□ 5 アメリカでできたたくさんの友だちは，アメリカ人ばかりだった。

□ 6 友だちを通して，先生は彼らの国々のことをより理解することができた。

第③段落

□ 7 2つ目は，外国語とその背景にある文化を学ぶことだ。

□ 8 外国語を学ぶことは大切で，それだけで十分価値がある。

□ 9 アメリカに着いたとき，アメリカ人の話していることはよくわかった。

□ 10言葉の背景にある文化を知ると，人々の言うことがよく理解できた。

Questions

Answers :解答欄

番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class Number Name

解答

Lesson1 Questions and Answers

Questions

4

At the beginning of April, our teacher said to us, “I want you to do two

things while you are young.

“The first thing is to go to a foreign country and make friends with

people there.  You will learn different ideas and thoughts of the people.

When I was in university, I went to America to study, and I made a lot of

good friends with Americans and exchange students from many countries.

Through those friends, I learned more about their countries and their ways

of thinking.

“The second thing is to study a foreign language.  And also, I want you

to learn about the culture behind that language.  It’s important to study a

foreign language and use it, but that’s not enough.  When I was in America,

I really understood the meanings of words when I learned more about their

culture.”
(143 words)

1回目 
2回目 
3回目 

所要時間（秒） 57秒未満 57～69秒 70～86秒 87～107秒 108秒以上 

5

10

Lesson1 ●目標読破時間：86 秒
エッセイ：話者の主張を順に読み取る

②

①

③



7

次の各文を読み，本文の内容と一致する場合は○，一致しない場合は×を下の解

答欄に書きなさい。

第①段落

□ 1 オランウ－タンはアジアに棲
せい

息
そく

する唯一の大型類人猿である。

□ 2 オランウ－タンとはインドネシア語で，「森の人」という意味である。

□ 3 最近では人に危害を及ぼすオランウ－タンがいる。

□ 4 オランウ－タンの保護のために，人々は自分たちの住む場所を失いつつある。

第②段落

□ 5 幼いオランウ－タンが捕えられ，売られているという問題がある。

□ 6 幼いオランウ－タンは都会の人々にペットとして飼育される。

□ 7 オランウ－タンは成長すると大きく強くなり，飼い主を見捨てるようになる。

第③段落

□ 8 親に捨てられたオランウ－タンはリハビリテ－ション施設に引き取られる。

□ 9 オランウ－タンが森へ帰る前に，オランウータンから学ばねばならないことが施設の

人々にはある。

□ 10人は森にあるオランウ－タンのすみかや生活を守らなければならない。

Questions

Answers :解答欄

番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class Number Name

解答

Lesson2 Questions and Answers

Questions

6

The orangutan is the only big ape in Asia (apes are gorillas,

chimpanzees, orangutans, and so on).  “Orangutan” means “man of the

forest” in Indonesian and Malay.  Today orangutans are in danger.  They

are losing their homes because people are cutting down the forests to sell

wood or to make farms.  Many forests for orangutans are disappearing.

There is another thing to think about.  Young orangutans in the

forests are caught and sold.  They are raised as pets by some people in

cities.  But after several years, they become difficult animals for these

people.  They get so big and strong that the people can’t take care of them

at home.  So they are thrown away.

Those orangutans are sent to rehabilitation centers.  There, they have

to learn some things before they go back to the forests again.  They must

learn how to climb up trees and where to get food.  If they can’t learn these

things, they can’t live in the forests.  We should save the orangutan’s home

and life in the forests.
(172 words)

1回目 
2回目 
3回目 

所要時間（秒） 69秒未満 69～83秒 84～103秒 104～129秒 130秒以上 

5

10

15

Lesson2 ●目標読破時間：103 秒
評論文･社会：テーマの問題点を整理しながら

②

①

③



Vocabulary：語いの問題

L1 Two Things to Do While Young
Review：復習

次の日本語を英語にしなさい。

(1) 外国

(2) 異なった，さまざまな

(3) 考え方 a of

(4) 外国語

(5) 文化

Grammar：文法の問題

次の各英文の（ ）内の動詞をそれぞれ２語で適当な形に変えなさい。

(1) Ed’s mother wanted him (go) shopping for her.

(2) The most important thing is (tell) the truth.

(3) When my uncle was a high school student, he went to France (study) art.

(4) It is sometimes not very easy (understand) each other.

(1) (2) (3) (4)

Comprehension：内容理解の問題

(1) 第２段落２行目の ideas and thoughtsと同じ内容を表す語句を本文の中から３語で

抜き出しなさい。

(2) 第３段落２行目の It’s important to study a foreign language and use it, but that’s

not enough.の文頭の Itが指す内容を２０字以内の日本語で答えなさい（句読点を含

む）。

2


