＜新３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「Your Pain Is Our Pain」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、そちらを学習して
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。
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学校名

中学校 氏名

DAY

1

記事を読んで内容をつかみ、タイトルをつける
あなたは旅行会社に勤めています。今回、旅行者から寄せられた感想をホームページに載せることになりま
した。読者に分かりやすくするために、この感想にタイトルをつけましょう。最も適切なタイトルを選び、
記号で答えましょう。

Title
I went to New York on holiday with my family
in July. New York was an exciting city.
The weather was lovely during the stay.
Everybody enjoyed many kinds of sports,
music and art in Central Park.
People there were friendly and helpful.
We visited a famous restaurant.
The food was also nice and fresh.
We had a good time. I want to go there again.

記事のタイトルは
ア Weather in New York
イ People in New York
ウ Food in New York
エ Holidays in New York

DAY

2

質問を読んで内容をつかみ、推測する
あなたは英語の時間に夏休みの思い出について英語で書いていました。途中である単語が英語
で何というのか分からなかったので、ALTのShange（シャンゲ）先生に尋ねることにしまし
た。何について尋ねているのか、次の中から選びましょう。

Hello, Ms. Shange.
I have a question.
How do you say this in
English? Please tell me.

We can see it in the
sky. It is beautiful.
It’s a piece of rock
or other thing from
space.
People say when we
see it, we wish
something for three
times, then the wish
will come true.

Oh, it is

.
尋ねている単語は
ア) Fire works
イ) Firefly
ウ) Shooting star
エ) Thunder

DAY

3

招待状を読んで詳しい内容をつかもう
英会話学校のマーガレット先生から、招待状をいただきました。せっかくの機会なので、ぜひ
参加しようと思いました。訪問する時間は次の何時がよいですか。またこの招待状を読んだ後
に、あなたは何をしますか。

Dear my friends,
I am asking some of my friends to come over on Saturday
afternoon, May 9th.
The roses in my garden will be full bloom.
Join us any time after one. The party will be over by four.
My daughters and I are going to make some cakes.
My husband is going to make some coffee.
Please send me an e-mail by next Saturday.
Your friend,
Margaret Jones.

(1)訪問する時間帯は
ア）午前９時
ウ）午後３時

イ）正午
エ）午後６時

(2)次にすることは
ア）友達を誘う
イ）ケーキを作る
ウ）コーヒーをいれる
エ）マーガレットにメールする

DAY

4

メールを読み、文章の構成を考える
あなたはニュージーランドに留学をしています。現地から日本で英語の勉強に励んでいる弟のさとるにメールで手
紙を書きました。メールを整えているときに、誤って一番伝えたかった言葉「Practice makes perfect.」
という言葉を削除してしまいました。どこに戻すのが一番よいでしょうか。メール文中のア～エで答えなさい。

To SATORU
Hello. How are you? I’m enjoying my life here.
Before I go to bed, I write a diary in English. It’s a good practice.
First I couldn’t speak English so I was very nervous. 【ア】
But my classmates were very kind to me and they like Japanese anime.
They want to know more about them. 【イ】
I try to listen to their questions and tell about Japanese anime in English. 【ウ】
It’s a good practice too. Now I have many friends.
I want to tell you that your world will be big if you study English hard. 【エ】 「Practice makes perfect.」
You can do it!
を入れる位置は
【ア】【イ】【ウ】【エ】

DAY

【解答例】
Day 1

1

DAY

2

DAY

3

DAY

4

エ Holidays in New York（ニューヨークでの休日）
※Weather（天気）、People（人々）、 food（食べ物）にも触れているが、それらは個々の事
象であり、全体としては「ニューヨークで過ごした休日」についての感想となるから。

Day 2

ウ Shooting star（流れ星）
※宇宙からの岩などのかたまり。願いを３回唱えると願いが叶うと言われていると説明しているから。
Fire works（花火） Firefly（蛍）Shooting star（流れ星）Thunder（雷）

Day ３ （1）ウ（午後３時） ※午後１時以降のいつでもよいが、パーティは４時に終わってしまうから。
（2）エ（マーガレットにメールする） ※Please send me an e-mail.私にメールしてと言ってるから。

Day 4

エ
※前文に、 I want to tell you that your world will be big if you study English hard.
「一生懸命に英語を勉強すれば、あなたの世界は大きく広がると言いたい」とあり、努力を促しているから。

