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２-４ 会話文と表を関連付けて、詳細な情報を読み取る問題 

（２年生後期） 

 

 

 

Father ：Now we’ll soon have summer vacation. What do you want to do? 

Brother：Why don’t we go camping? We all like to enjoy nature.  

Father ：That’s a great idea! Sounds like fun. 

Brother：Do you know any good places? 

Father ：No. We should do some *research. 

Brother：OK. I will    (1)    with my PC.   

― Thirty minutes later ―  

Look. I made the list of camping sites. 

Father ：Thank you. Which site do you want to go? 

Brother：I want to play with water.  We can cool off. 

Father ：So, do you mean Camp A or Camp B ? 

Brother：Yes. Also these two have enough space to play.  

But they are more expensive than Camp C… 

Father ：You don’t have to worry about that. I think Camp A looks better because it 

has a convenience store. 

You  ：Wait. Let’s go to    (2)    because Pochi, our lovely pet will be happy there. 

 

【注】research 調査  chestnut 栗 

 

１ 空欄（１）に入る最もふさわしい語を次のア～エから選び、記号で答えなさい。 

ア go  イ play  ウ camp  エ check 

 

２ 空欄（２）に入る最もふさわしい語を次のア～ウから選び、記号で答えなさい。 

ア Camp A  イ Camp B  ウ Camp C  

Camping site Camp A Camp B Camp C 

From Tokyo 30 km 50 km 80 km 

Price 10,000 yen 8,000 yen 5,000 yen 

Place by the sea by the river in the mountains 

Size as large as  

Toneri Park 

not as large as  

Toneri Park 

smaller than 

Toneri Park 

There’s a convenience store a dog garden a big chestnut tree 

あなたが家に帰ると、父と兄が夏休みの過ごし方について話をしていました。２人の話を聞いて

後の問いに答えなさい。 

 

 

実施日   ／    

 

   年   組   番 氏名              



解答と解説 
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２-４ 会話文と表を関連付けて、詳細な情報を読み取る問題（２年生後期） 

【解答】１ エ  ２ イ 

【訳例】 
父：さぁそろそろ夏休みだ。何をしたい。 

兄：キャンプに行くのはどうかな。みんな自然が好きだし。 

父：いい考えだね！楽しそうだ。 

兄：どこかいい場所を知ってる。 

父：いや。(1)ちょっと調べてみないといけないね。 

兄：わかった。パソコンで調べてみるよ。 

―30 分後― 

見て。キャンプサイトのリストを作ったんだ。 

キャンプサイト キャンプ A キャンプ B キャンプ C 

東京から 30 km 50 km 80 km 

価格 10,000 円 8,000 円 5,000 円 

場所 海のそば 川のそば 山の中 

広さ 舎人公園と同じくらい

の広さ 

舎人公園ほど広くはな

い 

舎人公園より小さい 

あるもの コンビニエンスストア ドッグガーデン 大きな栗の木 

 

父：ありがとう。どのキャンプサイトに行きたいんだい。 

兄：水遊びをしたいんだよ。涼しくなれるし。 

父：じゃあ、キャンプＡかキャンプＢってことだね。 

兄：うん。どちらも遊ぶ場所が十分にあるし。でもどちらも、 

キャンプＣより値段が高いんだよね…。 

父：それについては気にしなくていいよ。私は、キャンプＡがより良いと思うな。

コンビニエンスストアがあるからね。 

あなた：待って。キャンプＢに行こうよ。 

(2)僕らのかわいいポチも、そこならきっと楽しめるよ。 

 

【解説】 
問題１ 

下線部（１）から、「調べる」を意味する、〔エ check〕が正解となります。 

 

問題２ 

訳例より水遊びができるキャンプＡかキャンプＢに絞られ、父はコンビニエンス 

ストアがあるからキャンプＡを推薦します。 

しかしあなたは、「待って」と言って反論していること、また下線部（２）から、 

ドッグランがありペットのポチも楽しめるキャンプＢを主張するのが、最も自然な会話 

であると考えられます 


