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２-５ ブログの概要を把握し、推測して全体を完成させる問題 

（２年生後期） 

 

 

I am Takeshi Kato, 14 years old.  I live in Kitasenju.  Last Saturday 

my father said to me, “Takeshi, please go to see your uncle to give these 

books.”  I answered, “Mmm…I don’t want to.  I don’t know my uncle 

well.”  My father said, “Don’t worry about it.  Here’s his address.”  

My father gave me a piece of paper.  I saw it and found that he lived in 

Atami.  I said to my father, “It’s *far away from here but (1) I will.” 

I went to Atami by Shinkansen train. When I left Tokyo Station,  

I thought "My uncle’s house isn't far from Atami Station. I can find it 

easily." 

But after I arrived at Atami Station, I looked for my uncle’s house for 

one hour. So I stopped walking and asked an old man about my uncle’s 

address. He said, "Go straight along the street, and turn left at the third 

corner, and your uncle’s house is the second on the right." I was lucky 

because the old man was very kind. I went and found it. When I met my 

uncle, I was very happy to           (2)          .  

Three days later my father asked me again. “Will you please visit your 

uncle again? ” So I had to go to Atami once more, but again I couldn’t find 

his house, so I had to ask someone the way. I stopped walking and tried to 

ask an old man. It was the same old man! He was very *surprised and 

said, "           (3)           "   

I answered to him, “No. Actually, I got lost again... ” 

 

【注】far away 遠く離れて  surprised 驚いて 

  

これは中学校２年生のタケシが書いたブログです。読んで後の問いに答えなさい。 

 

 

実施日   ／    

 

   年   組   番 氏名              
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１ 下線（１）の I will の後に言葉を補って全文を書き表した場合、最もふさわしいもの 

を次のア～エから選び、記号で答えなさい。 

ア I will go to Atami to see my uncle. 

イ I will worry about the address. 

ウ I will live in Atami. 

エ I will take a train for Atami. 

 

２ 空欄（２）に入る最もふさわしい表現を、次のア～エから選び、記号で答えなさい。 

ア give the books to my uncle. 

イ take Shinkansen train to Atami. 

ウ walk around Atami town. 

エ find his house easily 

 

３ 空欄（３）に入る最もふさわしい表現を、次のア～エから選び、記号で答えなさい。 

ア Did you want to see me again? 

イ Did you enjoy walking around the town?  

ウ Are you still looking for the same place? 

エ Do you know the way to Atami station? 

  



解答と解説 
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２-５ ブログの概要を把握し、推測して全体を完成させる問題（２年生後期） 

【解答】１ ア   ２ ア   ３ ウ 

 

【訳例】 
僕は加藤たけし、１４歳です。北千住に住んでいます。先週の土曜日、僕の父がこう言いまし

た。「たけし、(1)おじさんのところにこの本を渡しに行ってくれないか。」僕は答えました。「う

ーん、行きたくないなぁ。おじさんのこと、よく知らないし。」父は言いました。「心配するな。

ほら、おじさんの住所だ。」父は僕に一枚の紙きれを渡しました。それを見て、おじさんは熱海に

住んでいることが分かりました。僕は父に言いました。「うちから遠いけど、行くことにする

よ。」 

熱海には新幹線で行きました。東京駅を出発するとき、僕は「おじさんの家は熱海駅から遠く

はないし、簡単に見つけられるだろう」と思っていました。 

けれど、熱海駅に着いた後、僕はおじさんの家を 1時間も探すことになりました。僕は歩き回

るのをやめて、一人のおじいさんに、おじさんの住所について尋ねました。おじいさんは「道を

まっすぐ行って、３つめの角を左に曲がるんだ。そうしたら右側の２つめの家が君のおじさんの

家だよ。」と教えてくれました。おじいさんがとても優しい人で、僕はラッキーでした。僕は進

み、おじさんの家を見つけました。僕はおじさんに会った時、おじさんに本を渡すことができ

て、とても嬉しかったです。 

その３日後、父が僕にまた頼んできました。「おじさんのところにもう一度行ってくれるか

い？」そんなわけで、僕はまた熱海に行かなければいけなくなりました。そしてそこでもまた僕

はおじさんの家を見つけられませんでした。だから誰かに道を聞かなければいけませんでした。

僕は立ち止まり、あるおじいさんに声をかけようとしました。なんとその人は、この前と同じお

じいさんでした！彼はとても驚いて言いました。「君はまだあの場所を探しているのかい？」僕は

答えました。「違うんですよ。実は、また迷ってしまったんです…。」 

【解説】 
問題１ 

下線部（１）から、父に頼まれたのは「おじさんのところに行くこと」と分かります。たけし

は、おじさんのことをよく知らないので断ろうとしますが、住所を渡されて、行くことを決心

するというのが自然な流れとなります。 

従って、〔ア I will go to Atami to see my uncle.〕が正解となります。 

 

問題２ 

おじさんの家を発見した私は、当初の目的である「おじさんに本を渡すこと」を達成したた

め、「とても嬉しかった」というのが自然な流れと分かります。 

従って、〔ア give the books to my uncle.〕が正解となります。 

 

問題３ 

文脈から、〔ウ Are you still looking for the same place? まだ同じ場所を探しているの。〕 

と尋ね、「いいえ、（その時は家に行けたのですが）実は、また迷ってしまったんです」 

と答えるのが正解となります。 

〔ア Did you want to see me again? また私に会いたかったのかい。〕、 

〔イ Did you enjoy walking around the town? 町歩きを楽しみましたか。〕、 

〔エ Do you know the way to Atami station? 熱海駅への道を知っていますか。〕では、 

「いいえ、（その時は家に行けたのですが）実は、また迷ってしまったんです」に対して意味が

通りません。  


