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Unit 1 [4]

Read and Think 2
教科書１２ページ

【１】新しい単語 new words
驚いた サプライズド ・○ surprised
～のような ライク ○ like
それぞれの イーチ ○ each
いっしょに トゥゲ ð アー ・○・ together
舞台、ステージ ステイジ ○ stage
遠く ファー ○ far
離れて アウェイ ・○ away
ずっと～の状態にある キープ ○ keep
接触 タッチ ○ touch
合唱コンクール コウラス コンテスト chorus contest
～とはちがっている ビー ディファラント フラム be different from
遠く離れて ファー アウェイ far away
お互い イーチ ア ð アー each other
連絡を取り合う キープ イン タッチ keep in touch

【２】本文の訳

私は驚きました。 I was surprised.
あなたの学校は私たちの学校と違いますね。 Your school is different from ours.
日本では学年は４月に始まります。 In Japan, the school year starts in April.
あなたたちはみんなうれしそうですね！ You all look happy!
私たちの学校には楽しい行事があります Our school has fun events,
合唱コンクールのような。 like a chorus contest.
それぞれのクラスがステージで一緒に歌います。Each class sings together on stage.
あなたは日本時間の４時２５分にメッセージを書きましたね。

You wrote your message at 4:25 a.m. Japan time.
私はその時眠っていました。 I was sleeping then!
今はあなたが眠っているのですね。 Now you're sleeping, right?
ぼくたちはお互い離れて暮らしていますが、 We live far away from each other,
友だちになれますよね。 but we can be friends.
連絡を取り合いましょう。 Let's keep in touch.

【３】読み方

I was surprised. Your school is different from ours. In Japan, the school year
サプライズド ディファラント フラム ð ア スクールイヤー

starts in April. You all look happy! Our school has fun events, like a chorus
スターツ エプリル オール ルック ハピィ アウア スクール ハズ ファン イベンツ ライカ コーラス
contest. Each class sings together on stage. You wrote your message at 4:25 a.m.
コンテスト イーチ クラス シングズ トゥゲ ð ア ステイジ ロウト メスィジ
Japan time. I was sleeping then! Now you're sleeping, right? We live far away

タイム ワズ スリーピン ð エン ナウ ユア スリーピン ライトゥ リブ ファーラウェイ
from each other, but we can be friends. Let's keep in touch.

イーチ ア ð ア ウイーキャンビー フレンズ キープ イン タッチ
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【４】内容読解の確認（書かなくてもよい）

(1) 咲は何に驚いたのか？

(2) Deepa の学校にはどんな楽しい行事があるか？
(3) Judy がメッセージを書いたときには光太は起きていたか、それとも眠っていたか？
(4) 日本のアメリカは遠いが、Alex は何をしようと言っているか？

【５】内容読解の手がかり

Saki
I was surprised. Your school is different from ours.

驚いた ～と違う =our school
In Japan, the school year starts in April.

学年

Deepa
You all look happy! Our school has fun events, like a chorus contest.
あなたたちはみんな ～のような

Each class sings together on stage.
それぞれのクラス 舞台で

※ each は単数扱いなので、動詞に sがつく。
Kota
You wrote your message at 4:25 a.m. Japan time. I was sleeping then!

眠っていた

Now you’re sleeping, right?
～ですね ※ 確認するときに使う

Alex
We live far away from each other, but we can be friends. Let’s keep in touch.

遠く離れて お互い 友だちになることができる 連絡を取り合いましょう。

【６】本読みの成果を確認しよう。

Saki
I 驚いた. Your school 私たちの学校と違う. In Japan, the school year ４月に始まる.

Deepa
You all うれしそうです! Our school 楽しい行事がある, ～のような a chorus contest.
それぞれのクラスはいっしょに歌う on stage.

Kota
You メッセージを書いた at 4:25 a.m. Japan time. I そのとき眠っていた!
Now あなたが眠っているのですね?

Alex
We live 遠く離れて from お互い, but we 友だちになれる. Let’s 連絡を取り合う.

Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０２０



- 43 -

Saki I was surprised.  Your school is 
different from ours.  In Japan, the 
school year starts in April.

Deepa    You all look happy!  Our 
school has fun events, like a 
chorus contest.  Each class sings 
together on stage.

sarprised
difficult

month start

sad
have happy

Every

Saki

Deepa

Kota   You wrote your message at 4:25 
a.m. Japan time.  I was sleeping then!  
Now you’re sleeping, right?

Alex We live far away from each 
other, but we can be friends.  Let’s 
keep in touch.

read
am

write?

near
ather, friend.

tauch.

Kota

Alex

messege
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穴なし穴埋め問題 難易度 ★

Saki I was. Your school is from ours. In Japan, the school year in April.

Deepa You all happy! Our school has events, a chorus contest. Each class
together on stage.

Kota You your message at 4:25 a.m. Japan time. I was then! Now you’re,
right?

Alex We live far away from other, but we can be. Let’s in touch.

穴なし穴埋め問題 難易度 ★★★

Saki I. Your school ours. In Japan, the school April.

Deepa You! Our school has. Each class on stage.

Kota You at 4:25 a.m. Japan time. I then! Now, right?

Alex We live other, but we be. Let’s.

【７】True or False
(1) Saki's school is ( different / same ) from Judy's school.
(2) Deepa's school ( has / doesn't have ) fun events.
(3) Kota ( was / wasn't ) sleeping at 4:25 a.m.

Saki I was surprised.  Your school     
is different from ours.  In Japan, the 
school year starts in April.

Deepa    You all look happy!  
Our school has fun events, 
like     a chorus contest. 

Each class sings together on stage.

Saki 驚いた
私たちのもの(学校)と違う

Deepa

４月に始まる

うれしそうに見える！
楽しい行事がある、

～のような
それぞれのクラスが歌う

Kota   You  wrote your message at 
4:25 a.m. Japan time.  
I was sleeping then! 

Now you’re sleeping, right?

Alex We live far away   from 
each other, but we can be friends.    

Let’s keep in touch.

Kota

Alex

伝言を書いた

そのとき眠っていたのです！
あなたが眠っているのですね？

遠く離れて
お互い 友だちになれる

連絡を取り合う。
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Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０２０

【８】Questions and Answers ★がついている問題はいっしょにやります。

Questions Answers

★ When does the school year start in Japan?
１

When did Judy write her message?
２

★《難問》Who wrote "Let's keep in touch"?
３

Does Deepa's school have a chorus contest?
４

What was Kota doing at 4:25 a.m. Japan time?
５

Questions Answers

When does the school year start 短：In April.
１ in Japan? 長：It starts in April.

When did Judy write her message? 短：At 4:25 a.m. Japan time.
２ 長：She wrote it at 4:25 a.m. Japan

time.

Who wrote "Let's keep in touch"? 短：Alex.
３ 長：Alex did.

Does Deepa's school have a 短：Yes.
４ chorus contest? 長：Yes, it does.

What was Kota doing at 4:25 a.m.
５ Japan time? 長：He was sleeping then.
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【９】単語の練習 は大切です。★

(1) 驚いた(2) ( ) (2) 始まる ( )★ ★

(3) ～とは違っている(3) ( )★

(4) それぞれの ( ) (5) 楽しい行事 ( )★

(6) ～のような ( ) (7) それぞれの ( )★

(8) いっしょに ( ) (9) ステージ ( )★

(10) 書いた ( ) (11) 遠く離れて(2) ( )★ ★

(12) 連絡を取り合う(3) ( ) (13) お互い(2) ( )★

【１０】《次回のテストリハーサル》次の日本語を英語になおしなさい。終わったら教科書でチェッ

クしよう。 ※ ２７点／３０点 を目標にしよう

(1) 私は驚きました。

I ( ) ( ).
(2) あなたの学校は私たちの学校とは違いますね。

Your school ( ) ( ) ( ) ( ).
(3) 日本では学年は４月に始まります。

In Japan, the school year ( ) ( ) ( ).
(4) あなたたちはみんな幸せそうですね。

You ( ) ( ) ( ).
(5) 私たちの学校は合唱コンクールのような楽しい行事があります。

Our school ( ) ( ) ( ), ( ) a chorus contest.
(6) あなたは日本時間の午前４時２５分に伝言を書いたのですね。

You ( ) your ( ) at 4:25 a.m. Japan time.
(7) 私はその時眠っていました！

I ( ) ( ) ( )!
(8) 今はあなたが眠っているのですね。

Now you're sleeping, ( )?
(9) 私たちはお互いから離れて住んでいますが、友だちになることができます。

We live ( ) ( ) from ( ) ( ),
but we can ( ) friends.
(10) 連絡を取り合いましょう。

( ) ( ) in ( ).
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Mr. Ishidaの楽しい（つもりの）英語学習プリント ２０２０

Unit 1 Part 4 確認テスト

制限時間 ２分

教科書１４ページ

２年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

【１】日本語の意味に合うように( )に適語を入れて英文を完成しなさい。

(1) 私は驚きました。

I ( ) ( ).
(2) あなたの学校は私たちの学校とは違いますね。

Your school ( ) ( ) ( ) ( ).
(3) 日本では学年は４月に始まります。

In Japan, the school year ( ) ( ) ( ).
(4) あなたたちはみんな幸せそうですね。

You ( ) ( ) ( ).
(5) 私たちの学校は合唱コンクールのような楽しい行事があります。

Our school ( ) ( ) ( ), ( ) a chorus contest.
(6) あなたは日本時間の午前４時２５分に伝言を書いたのですね。

You ( ) your ( ) at 4:25 a.m. Japan time.
(7) 私はその時眠っていました！

I ( ) ( ) ( )!
(8) 今はあなたが眠っているのですね。

Now you're sleeping, ( )?
(9) 私たちはお互いから離れて住んでいますが、友だちになることができます。

We live ( ) ( ) from ( ) ( ),
but we can ( ) friends.
(10) 連絡を取り合いましょう。

( ) ( ) in ( ).

※ 合格 ２７点

／３１点


