＜新２年生用学習教材＞

家庭学習教材 内容理解編
〇 本教材は、教科書に準拠した教材「The Lion and The Mouse」及び「Tina’s
Japanese Lessons」で学習した内容を深め、定着させることを目的として、内容理解の
問題で構成してあります。まず、それらを学習してから取り組みましょう。
本教材はDay1からDay4まで4日分の課題と解答及び参考資料で構成されています。
家庭や学校の予定、他の教科の学習を考えて、学習計画を立てましょう。
学習した日にちを記入し、自己評価をしましょう。
計画どおりに学習が進まないときは、取組を振り返り、修正して取り組みましょう。
記入例
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◎〇△

◎〇△

◎〇△

学校名

中学校 氏名

DAY

1

記事を読んで大まかな内容をつかむ
あなたはカナダに留学中です。町の様子を詳しく知るために、情報誌を読んでいたら、つぎのような記事を
見つけました。この記事は何についての案内でしょうか。右の４つの中から１つ選び、記号で答えなさい。

Big news!
The great tennis player, Kei, comes to our town.
He can speak English very well.
He loves Japanese food very much.
Now he is in Canada for his vacation.
The ABC Hotel holds the special party.
You can eat great Japanese food with him
on the evening of December 17th .
It is only＄20. Please come to our Hotel.
Contact
Toll Free: 1(604)123-4567
Email: reservations@hotel.com

ア テニス講習会の案内
イ 英会話教室の案内
ウ 日本食の作り方教室の案内
エ 特別ディナーの案内

DAY

2

代名詞の表す内容を把握する
ケンは、自分の部屋で明日の用意をしていますが、数学の教科書が見つかりません。
下の、ケンと母の会話を読んで、後の問いに答えなさい。

Mother: Good morning, Ken. Are you OK?
Ken
: Good morning, Mom. No, I’m not OK.
I can’t find my math textbook.
Mother: All right. I can help you. Well…on the desk, in the
box… Oh. Look at the book on the TV.
Is ① it yours?
Ken
: Oh, on the TV. No, it isn’t. It’s Keiko’s math
textbook.
Mother: How about that one on the bed?
Ken
: No, it isn’t. It’s my math notebook.
Mother: Look at that under the bed! Is it yours?
Ken
: Oh! That’s it. My textbook! I really need ② it.
What a relief! Thank you, mom.

(1)

下線部①が表しているものは何ですか。
次から選び記号で答えなさい。

ア) 机
(2)

イ) 箱

ウ) 本

エ) テレビ

下線部②が表しているものは何ですか。
次から選び記号で答えなさい。

ア）ケンの数学の教科書
イ）ケンの数学のノート
ウ）ケイコの数学の教科書
エ）ケイコの数学のノート

DAY

3

説明文を読んで内容をつかもう
あなたの英語の先生が、授業のウオームアップでスリーヒントクイズをしています。
先生の英語を読んで答えを日本語で書きましょう。

Let’s enjoy
Three Hints Quiz !
(2) No. 2.
I’m at school.
I’m 25 meters long.
You can swim here.
Who am I?
(3) No. 3.
I’m a fruit.
I’m red.
You often see me
on a ※Christmas cake.
Who am I?
※ Christmas クリスマスクリ

(1) No. 1.
I am an animal.
I am big.
My nose is long.
Who am I?

(1)

(2)

(3)
That's all. Thank you!!

DAY

4

資料から必要な情報を読み取ろう
あなたの友達の太郎は、「国際中学校」に通っています。
太郎から学校行事を見に来て欲しいと言われました。そこであなたは国際中学校のホームページを見て、
どの行事に参加しようかと考えています。ホームページを読んで後の問いに答えなさい。

Welcome to Kokusai Junior High School!
Our school is in Tokyo. It’s thirty five years old.
We have 18 classrooms and 6 special English rooms.
≪School Events≫ Please come to our school
Events
Sports day

When
May 14th

Where
School yard

Notes
Friends can not come. Sorry.
Please have lunch with children.

School festival October 29th School gym
Classrooms

All people can come and join.
Please enjoy our school play.

English Speech December
Contest
22nd

All people can come and join.
Please do not take pictures.

English rooms
〈Back to Top〉

(1)運動会・文化祭・英語ス
ピーチコンテストと３つの学
校行事が提示されています。
その中であなたが参加できな
い学校行事はどれですか。

(2)あなたは英語に興味があ
り、スピーチコンテストに参
加したいと思っています。ス
ピーチコンテストは何月何日
に行われますか。

DAY

【解答例】
Day 1

1

DAY

2

DAY

3

DAY

4

エ 特別ディナーの案内
※５行目に、 The ABC Hotel holds the special party. You can eat great Japanese
food with him on the evening of December 17th . とあるから。

Day 2

※直前の文で Look at the book on the TV. と言っているから。

(1)

ウ 本

(2)

ア ケンの数学の教科書

※直前の文で、ケンがMy textbook! と言っているから。

Day ３ （1）象 ※鼻の長い、大きな動物は？ （2）プール ※25ｍの長さで学校にあり、泳げる場所は？
（3）いちご ※クリスマスケーキの上によく載っている赤いフルーツは？

Day 4 （1）運動会 ※備考に、Friends can not come.とあるから。
（2）１２月２２日 December 22nd とあるから。

