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（２年生後期） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

George: Let’s go to see a movie, Aya. 

Aya   : Sounds good!  I want to see the new movie, “Moon Wars”. 

George: Me, too! Let’s check the time schedule for the movie.  I want to see it on Friday. 

Aya   : What time will it start? 

George: We can see it at 17:30, 18:30 and 20:30.   

Aya   : I can’t come to the theater at 17:30 because I have a ( 1 ) with my homeroom teacher 

after school. How about 18:30? 

George: Well, wait a moment, I’ll check it out on my smart phone.  The seats are *available at 

18:30, but unfortunately they are separated.  We can’t see the movie together.  

We can enjoy it together at 20:30.   

Aya   : That’s too late!  My mother always tells me to come home by 21:00.  

The movie takes about two hours. 

George: OK, how about on Wednesday at     A     ?   

You can come home by 21:00 and get discount for Ladies’ Day. 

Aya   : That’s perfect!  Can you *book the seats on that day? 

George: Sure. 

Aya   : How much is it? 

George: Your ticket is     B     yen and my ticket is 1,500 yen. We can pay them at the theater. 

Aya   : All right!  I’m looking forward to seeing it. 

【注】available 利用可能、空席あり book 予約する 

 
１ ( 1 )に入る単語として、最もふさわしいものを次のア～エの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア friend   イ meeting  ウ ticket  エ moon 

 

２  A および B の中にそれぞれ入る組み合わせとして正しいものを選び、記号で答えなさい。 

 

   ア A:18:30  B:1,500          イ A:19:30   B:1,000 

   ウ A:18:30  B:1,000          エ A:19:30   B:1,500 

 

高校生の Aya（アヤ）とイギリスから来た留学生 George（ジョージ）は映画「Moon Wars」を

見に行こうとしています。英文を読んで、後の問いに答えなさい。 

Time Schedule for January 

 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

16:30 ○ × △ × × × × 

17:30 ○ × × △ ○ × × 

18:30 ○ ○ ○ × △ × × 

19:30 ○ △ ○ × × × × 

20:30 △ 〇 × △ ○ × × 

For more information 

※Wednesday is for Ladies’   

 Day. All ladies pay only   

  1,000 yen on our tickets. 

Ticket price 

・Adult 1,900 yen 

・Students 1,500 yen 

・Students(Under13)1,000 yen 

 

 ○:*available  △:a few ×:full 

 

実施日   ／    

 

   年   組   番 氏名              
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（中 2）－14 

２-６ 複数の資料を関連付けて、必要な情報を読み取る問題（２年生後期） 

 

【解答】１ イ   ２ ウ 

【訳例】 

 
 
ジョージ：映画を見に行こうよ、アヤ。 

アヤ：いいわね！「Moon Wars」っていう新しい映画を見たいと思ってるの。 

ジョージ：僕もだよ！映画の上映時間を確認してみようか。金曜日に見たいんだ。 

アヤ：何時に始まるのかしら。 

ジョージ：17：30、18：30、それと 20：30 だね。 

アヤ：映画館に 17：30 に行くのは難しいわ。放課後、担任の先生と話し合いがあるから。

18：30 はどう？ 

ジョージ：うん、ちょっと待って。スマホで調べてみるよ。18：30 の席は空いているね。 

でも離れた席になるから、一緒には見られない。20：30 からなら一緒に見られるよ。 

アヤ：それはちょっと遅すぎるわ。うちのママ、21 時までに家に帰ってきなさいって、 

いつも言うんだもの。(2)映画を見るのに２時間くらいかかるでしょう。 

ジョージ：ＯＫ．水曜日の 18：30 はどう？(3)君は 21 時までに家に帰れるし、レディースデイ

だから、チケットは安くなるよ。 

アヤ：完璧ね！その日の席を予約しておいてもらえる？ 

ジョージ：いいよ。 

アヤ：いくらになる？ 

ジョージ：君は 1,000 円で、僕は 1,500 円。映画館でお金は払えばよいから。 

アヤ：了解！楽しみだわ。 

 

【解説】 
問題１ 

 放課後に担任の先生と行うことは、〔イ meeting「話し合い」〕と考えるのが自然です。 

〔ア friend「友達」〕、〔ウ ticket「チケット」〕、〔エ moon「月」〕では意味が通りません。 

問題２ 

 A については、下線部(2)より映画は 2 時間かかること、下線部(3)より、アヤは 21 時までに 

帰れることから、〔18：30〕となります。  

B については、下線部(3)より、水曜日はレディースデイのため、女性のアヤは〔1000 円〕と 

なります。 

 


