
Unit4-4 p.64-65

１．次の英文を読んで、あとの問いに答えなさい。

My host family was an elderly couple, Mr. and Mrs. Wilson. They didn't watch TV or have

video games. ①( do / night / I / to / got / at / bored / nothing / I / because / had ). 

②(     )(     ), I asked Mrs. Wilson, "③(     )(     )(     ) play a card game or something?"

Then, ④( she / taught / me / a / card / game ). ⑤It's one of her hobbies. We enjoyed

⑥(play) games together after dinner. ⑦(Learn) new words was fun. ⑧(     )(     ), 

⑨(stay) with a host family was a great experience. Sometimes we couldn't understand

⑩(     )(     ). However, ⑪( I / kept / trying / to / speak / in / English ), and they listened

to me carefully. Both Mr. and Mrs. Wilson were very kind. I want to visit ⑫them again

in the near future.

(１)　下線部①を「私はすることがないので、夜ヒマです」の意味になるように並び替えなさい。

(２)　下線部②を「ある日」の意味になるように英語を書きなさい。

(３)　下線部③を「カードゲームか何かしませんか」の意味になるように英語を書きなさい。

(４)　下線部④を「彼女は私にカードゲームを教えてくれました」の意味になるように並び替えなさい。

(５)　下線部⑤をitの意味を明確にして日本語に直しなさい。

(６)　⑥・⑦・⑨の単語を適切な形に変えなさい。

(７)　下線部⑧を「結局」の意味になるように英語を書きなさい。

(８)　下線部⑩を「お互いに」の意味になるように英語を書きなさい。

(９)　下線部⑪を「私は英語で話そうとし続けました」の意味になるように並び替えなさい。

(10)　下線部⑪が示すものを本文中から3語で抜き出しなさい。

２．次の日本語を英語にしなさい。

(１)　ホストファミリーとゲームをすることは楽しかったです。≪7字で≫

(２)　あなたは昨日ここに来ることができませんでした。≪5字で≫

名前（ ） / 14

(２)

(１0)

2
(１)

(９)

(７) (８)

(５)

(６)⑥ (６)⑦ (６)⑨

(３) （　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　） play a card game or something?

(４)

1

(１)

(２) （　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　）
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名前（ ） / 14

(２) 　You couldn't come here yesterday.　※couldn't：can'tの過去形　※hereの前にtoは不要

(１0) 　Mr. and Mrs. Wilson

2
(１) 　Playing games with host gamily was fun.　※with～：～と一緒に

(８) each other

(９) 　I kept trying to speak in English.

(７) After all

(６)⑥ playing (６)⑦ Learning (６)⑨ staying

(５) 　言葉ゲームは彼女の趣味のひとつです。

(３) （　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　） play a card game or something?

(４) 　She taught me a word game.

1

(１) 　I got bored at night because I had nothing to do.

(２) （　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　）


