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Unit０ 本文（問題ではありません） 

Scene1  NEW WORDS 

日本語 英語 日本語 英語 

go の過去 went 化石 fossil 

写真 picture 狩り、収集 hunting 

前に ago ~の近くの near 

恐竜 dinosaur find の過去形 found 

博物館 museum 動物 animal 

~に着く（2 語） arrive at 植物 plants 

その後で later おいしい（d から） delicious 

試す・やってみる try すばらしい（w から） wonderful 

 

P9 Scene1 教科書本文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

①I went to Fukui with my family two weeks ago. 

②There is a picture from a dinosaur museum.  

③We arrived at the museum at 9:30. 

④Many people were looking at the tyrannosaurus.  

⑤Later, we tried fossil hunting near the museum.  

⑥I found some fossils of animals and plants.⑦ It was a lot of fun. 

⑧There are many good restaurants in Fukui. ⑨We had Echizen soba for lunch. 

⑩It was so delicious. ⑪We had a wonderful time. 
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P9 Scene1 教科書本文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

① 私は 2 週間前、福井に家族と一緒に行きました。 

② 恐竜博物館（から）の写真があります。 

③ 私たちは 9:30 にその博物館に到着しました。 

④ 多くの人が、ティラノサウルスを見ていました。 

⑤ その後、私たちは博物館の近くで化石発掘に挑戦しました。 

⑥ 私はいくつかの動物と植物の化石を見つけました。 

⑦ それはとても楽しかったです。 

⑧ 多くの良いレストランが福井にはあります。 

⑨ 私たちは、昼食に越前そばを食べました。 

⑩ それはとても美味しかったです。 ⑪私たちは素敵な時間を過ごしました。 
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不規則動詞の活用変化表 

日本語 原形 過去形 

～である am/are/is was/were 

始める begin began 

持ってくる bring brought 

買う buy bought 

つかまえる catch caught 

来る come came 

する do/does did 

食べる eat ate 

感じる feel felt 

見つける find found 

得る・～になる get got 

与える give gave 

行く go/goes went 

持つ have/has had 

聞く hear heard 

保つ・飼う keep kept 

知る know knew 

離れる・去る leave left 

作る make made 

言う say said 

見る see saw 

話す speak spoke 

取る take took 

教える teach taught 

話す・教える tell told 

思う・考える think thought 

書く write wrote 
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中２ 定期テスト予想問題＜第１回＞ 

次の文章を読み、後の問いに答えなさい。 

 

I （① go）to Fukui with my family two weeks ago. 

ア[a dinosaur museum /a picture /is / from / there]. 

We （② arrive）at the museum at 9:30. 

Many people （③見ていました：３語）at the tyrannosaurus.  

Later, we （④ try）fossil hunting near the museum.  

I （⑤ find）some fossils of animals and plants. It （⑥ is）a lot of fun. 

イ[ restaurants/ there /many /are / good ]in Fukui.  

We （⑦have）Echizen soba for lunch. 

It （⑥ is）so delicious. We （⑦have）a wonderful time. 

 

問１ ①~⑥の動詞を、適切な形に変えなさい。但し、一語とは限りません。 

   また、2 か所の⑥・２か所の⑦にはそれぞれ共通の語が入ります。 

 

①   ②   ③    ④  

⑤   ⑥   ⑦  

 

問２ 次の日本文の意味になるように、本文中の下線部ア・イを正しい語順に並び替えよ。 

   但し、文頭の語も小文字で記している。 

ア.恐竜博物館（から）の写真があります。 

 

 

イ.福井には多くの良いレストランがあります。 

 

 

 

 

得点 

      /9 
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解答 中２ 定期テスト予想問題＜第１回＞ 

① went ② arrived ③ were looking ④ tried  

⑤ found ⑥was ⑦ had 

 

問２ 

ア There is a picture from a dinosaur museum. 

イ [There are many good restaurants]in Fukui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


