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カリキュラム（'05）（'15）

(’15)

心理学 担当教員：稲 田 尚 史 ２単位 

設  題 

＜提出方法：試験会場での試験は試験会場で提出、インターネット試験はインターネット提出＞ 

 心理学を学習し、最も関心を持ったテーマについて、関心を持った理由を明らかにした上で、自身の

経験等と心理学的知見とを結びつけながら考察せよ。 

作成方法は「ワープロ（推奨）」又は「筆記」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

筆  記 
筆記用具：ボールペン（黒）・万年筆（黒） 

用  紙：市販のレポート原稿用紙 

文字数等 1,200字～2,000字（図表を含む）・横書き 

注意事項 テキスト、参考書及び学習用プリントの該当箇所をよく読み作成すること（丸写しにならないよう必ず自分な

りの考察を行うこと）。

参考図書・文献名をレポートの最後に記すこと。

そ  の  他 テキストの各講末の参考書を参照するとよい。
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カリキュラム（'05）（'15） 哲学 担当教員：三 浦 洋 ２単位 

設  題 

下記より１題を選んでレポートを作成すること（選んだものだけをレポートに記入）。 
１．ソクラテスの哲学 
２．普遍論争 
３．デカルトの哲学 
４．カントの実践哲学 
５．実存主義の哲学 

作成方法は「ワープロ」又は「筆記」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：市販のレポート原稿用紙 

文字数等 1,100字～1,200字（図表を含まない）・縦書き 
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カリキュラム（'05）（'15） 物理学の基礎 担当教員：穴 田 有 一 ２単位 

設  題 

次ページ以降に出題 

作成方法は「筆記」のみ 

筆  記 
筆記用具：ボールペン（黒）・万年筆（黒）・鉛筆・シャープペンシル（いずれもHB・B・2B） 

用  紙：次ページ以降の専用解答用紙を印刷して使用すること 
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物理学の基礎 レポート課題・解答用紙１ 

課題１ 質量 m（kg）の物体が重力の作用で落下した．以下の問いに答え

なさい．ただし，重力加速度は g（m/s2）とし，空気の抵抗などは考えな

いことにする． 

問１ 物体が力 F（N）の作用を受けて Δx（m）落下したとき，物体の速

さが v（m/s）から v’（m/s）に変化した．このとき，力 F（N）が物体に

した仕事によって，物体の運動エネルギーが変化した．仕事と運動エネル

ギーの変化の関係を式で表しなさい． 

問２ 物体が，重力の作用を受けて地面からの高さ h（m）から h’（m）まで落下するとき，重力が

この物体にした仕事を mと hを用いて求めなさい． 

問３ 物体が，重力の作用を受けて地面からの高さ h（m）から h’（m）まで落下するとき，物体の

速さは v（m/s）から v’（m/s）に変化した．問１，問２の関係から，力学的エネルギー保存則を導

きなさい． 

問４  高さ 2 mの滑り台から体重 15 kgの子供が滑り降

りる．滑り始めるときの速さが 0だとする．摩擦がないとし

て，下まで滑り降りたときの速さを求めなさい．ただし，重

力加速度を 9.8 m/s2とする． 

h

x

0

h’

v

v’

v’
2 (m)
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物理学の基礎 レポート課題・解答用紙２ 

課題２ 熱力学第 2法則に関係する次の事項を説明しなさい． 

（１）トムソンの原理 

（２）クラウジウスの原理 

（３）第 2種永久機関 

（４）不可逆現象 
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物理学の基礎 レポート課題・解答用紙３ 

 

課題３  光電効果に関する次の問いに答えなさい．ただし，プランク定数は 6.626×10‐34（Js）と

する．なお，計算やその説明を省略しないで書きなさい． 

問１ 仕事関数の値が 9.05×10‐19（J）の金属に振動数が 5.0×1015（Hz）の光を当てたら電子が飛

び出した．この電子のエネルギーを求めよ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ ある金属に振動数 5.0×1015（Hz）の光を当てたら，1.64×10‐18（J）のエネルギーをもつ電子

が飛び出した．この金属の仕事関数（J）を求めなさい． 
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カリキュラム（'05）（'15） 基礎生命科学 担当教員：居弥口 大 介 ２単位 

設  題  
＜提出方法：試験会場での試験は試験会場で提出、インターネット試験はインターネット提出＞ 

 

 教科書を読んで、以下の設問について解答しなさい 

 

１．細胞内小器官の（１）核（２）ミトコンドリア（３）リボソームについて、役割を書きなさい。 

 

２．好気呼吸と嫌気呼吸の違いについて、関係する代謝経路とエネルギー合成効率を中心に説明しな

さい。 

 

３．タンパク質の役割について列挙しなさい。 

 

４．（１）血液を構成する成分を答えなさい。（２）これら各成分の役割について簡潔に説明しなさ

い。 

 

５．交感神経と副交感神経の違いについて述べよ。 

 

６．ホルモンとは何か、また内分泌撹乱化学物質とは何か、簡潔に説明しなさい。 

 

７．（１）予防接種とは何か述べよ。（２）予防接種が感染予防に有効である理由を獲得免疫の説明

とともに述べよ。 

 

８．セントラルドグマについて説明しなさい。 

 

９．遺伝暗号について説明しなさい。 

 

10．最近、気になったバイオテクノロジーや医薬関連のニュースについて述べよ。  

作成方法は「ワープロ」又は「筆記」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部の標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：市販のレポート原稿用紙 

文字数等 文字数の制限はしない・横書き 
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カリキュラム（'05）（'15） ミステリを読む 担当教員：諸 岡 卓 真 ２単位 

設  題  

＜提出方法：インターネット提出＞ 
 

 学習用プリントの本文またはブックガイドにタイトルが出ている作品のなかから一作品を選び、 

考察せよ。 

 

① 取り上げる作品は、学習用プリントで主に分析対象とした４作品（『十角館の殺人』

『姑獲鳥の夏』「藪の中」『ジークフリートの剣』）でもよいが、本文やブックガイド

にタイトルが出ていれば、それ以外の作品を選んでもかまわない。 

② 取り上げた作品や自分で探してきた資料を引用する場合は、引用部分と自分の意見を評

価者が明確に区別できるように書くこと。 

③ 取り上げた作品および本文中で引用した資料については、必ず出典（著者名、題名、出

版社、出版年にあたる情報）を記載すること。 

④ ②、③のルールが守られていない場合、盗用・剽窃と判断し、不合格とすることがある。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット 

作成した内容を Wordもしくは PDFファイルにして、提出期間中にポータルサイトから提出する。 

提出期間については、HIU通信にて確認すること。 

文字数等 1,200 字～1,600字 

注意事項 論点を１～２点に絞り、レポートの最初でどのような論点について考察するのかを明示すること 

単なる感想文に留まらず、具体的な根拠を持って意見を述べること 

あらすじの紹介は全体の３割以下に留めること 

必ずいくつかの段落に分けて書くこと 

文章は必ず読み返し、誤字・脱字や文章の乱れ等がないように推敲すること 
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カリキュラム（'05）（'15） サスティナビリティ学 担当教員：横 山  隆 ２単位 

設  題  

＜提出方法：インターネット提出＞ 

 

学習プリントおよび教科書を読んで以下の設問に答えなさい。 

 

問題１ 生物多様性の経済学の中に位置づけられている生態系サービスと自然資本について説明 

し、その価値についても具体例を示して説明してください。 

 

問題２ 里山について説明し、なぜ日本の生物多様性保全の鍵を握っているのか具体的に説明し 

てください。 

 

問題３ ホットスポットにつぃて説明し、世界の中でホットスポットと定めることのできる地域 

を 5 箇所選び、その特徴も述べてください。 

 

問題４ 近代から現代に向かって、われわれの社会が石油漬けとなった理由について説明してく 

ださい。 

 

問題５ 石油代替エネルギーについて、どのようなものが想定されるか、そのメリット・デメリ 

ットも含めて説明してください。 

 

問題６ 東日本大震災、そして福島第一原発事故以後の「原発依存度低減のシナリオ」について国

民から意見を求めた、いわゆる「国民的議論」について説明し、これに対するあなたの意

見を述べてください。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット 

作成した内容を Wordもしくは PDFファイルにして、提出期間中にポータルサイトから提出する。 

提出期間については、HIU通信にて確認すること。 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：市販のレポート原稿用紙 

文字数等 1,200 字から 2,800 字（図表は含む）・横書き 
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カリキュラム（'05）（'15） モチベーションの科学 担当教員：金 間 大 介 ２単位 

設  題  

＜提出方法：インターネット提出＞ 

 

 以下の課題に解答して下さい。 
 

 課題 1 

第 6 章のストーリーで登場した定山新社長は、今後、どのような行動を取るべきだと思います

か？ 

従業員のモチベーション、会社のこれまでの状況、会社の今後の方向性などを考慮した上で、論

じて下さい。 

 
 課題 2 

内発的モチベーションと外発的モチベーションは、わかりやすい対極的な概念である一方、実際

には両者の要素が同時に混在した状況が想定できます。例えば、若手研究者は、純粋な興味関心

から研究に打ち込む一方、いち早く業績を上げ、安定した職や名声を得たいという外的な誘因に

もさらされています。 

そのような状況について、具体例を挙げながら説明して下さい。また、その際、アンダーマイニ

ング効果が及んでいるかどうかについても言及して下さい。 

 

 

なお，インターネット，書籍，新聞記事，他者の解答等の一部あるいは全部をコピーして提出した場

合，その時点で不合格とし，採点を中止します。これらを参考にしながらレポートを作成する際は，必

ず文中にて引用を明記するとともに，レポートの末尾に引用文献リストを提示して下さい。 

 

 

 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット 

作成した内容を Word もしくは PDF ファイルにして、提出期間中にポータルサイト「無限大キャンパス」から 

提出する。 提出期間については、ポータルサイト「無限大キャンパス」にて確認すること。 

文字数等 文字数の制限はしない。横書き。 
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カリキュラム（'05）（'15） 情報を食べる 担当教員：奥 村 昌 子 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

以下の課題に解答して下さい。 

 本科目テキストでは、おいしさを 4 つの構成要素（おいしさの四本柱）によって説明していま

す。自分自身がおいしいと感じる食品について、なぜそのように感じるのか、この 4 つの構成要素

を用いて考察しなさい。特に、その「おいしい」と感じる食品と「情報」との関係を丁寧に分析、

考察してください。図や表などを用いて説明するとわかりやすくなるでしょう。 

※ご自身がおいしいと感じている食品を題材に考察してください。一般的においしいといわれて

いる食品に関する考察は必要ありません。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット 

作成した内容を Wordもしくは PDFファイルにして、提出期間中にポータルサイト「無限大キャンパス」から

提出する。 提出期間については、ポータルサイト「無限大キャンパス」にて確認すること。 

文字数等 1,200文字～2,000文字（図表を含まない）。横書き。 
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カリキュラム（'05）（'15） メディア・リテラシー入門 担当教員：伊 東 正 剛 ２単位 

設  題  
＜提出方法：インターネット提出＞ 

 以下の課題に解答して下さい。 

課題① 「10 代からの情報キャッチボール入門」の中で、著者の下村健一さんは「受信と発信はコ

インの裏表だ」といい「汗の総量一定の法則がある」と説明しています。どういう意味

でしょうか。それはなぜでしょうか。 

 

課題② 「フェイクニュースの見分け方」には、記事の真偽を検証する際にビッグピクチャーを描

くと役立つと書かれています。わかりやすく説明してください。 

 

課題③ 「『ポスト真実』時代のネットニュースの読み方」で、著者の松林薫さんは「逆説的だ

が、ネット情報を本格的に活用したいのなら、まず『紙』（注：新聞）で基礎を学ぶべ

きではないか」と指摘しています。なぜですか。 

 

課題④  複数の新聞かネットニュースを読んで、あなたが関心を寄せているテーマの記事を選び、

比較して相違点を指摘し、自分の意見をまとめてください。テーマは、日銀の量的緩和

でも北朝鮮問題でも温暖化対策でも、あるいは大相撲問題でも構いません。ただし、取

り上げた記事の新聞名（ネットなら媒体名）と日付、見出しを記してください。読み比

べる時には「10 代からの情報キャッチボール入門」の四つのギモンと「フェイクニュー

スの見分け方」を頭の隅に置いて読んでください。 

作成方法は「ワープロ」 
ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット 

作成した内容を Wordもしくは PDFファイルにして、提出期間中にポータルサイトから提出する。 

提出期間については、HIU通信にて確認すること。 

文字数等 4つの課題で 2,000字以内。横書き。 
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カリキュラム（'05）（'15） 健康科学 担当教員：山 本 哲 二 １単位 

設  題  

 教科書の各章から問題点を見出し、各問題について約 400字以内にまとめ５本レポートを提出す 

る。各章の最後に問題提起有ります。 

 問題点へのサジェストはテキスト及び、学習用プリントにありますが、自分の問題あるいは、他 

の問題点で解答しても可です。 

作成方法は「ワープロ」又は「筆記」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

筆  記 筆記用具：特に指定しない 

用  紙：市販のレポート原稿用紙 

文字数等 2,000字程度（図表を含む）・横書き 

注意事項 学習用プリント集を参照してください。問題点は一応列記してありますが、他の問題点でも良しとしま

す。 
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カリキュラム（'05）（'15） 英語Ⅰ（初級英語読解） 担当教員：Charles Mclarty ２単位 

設  題  

 次ページの問題を解くこと。 

作成方法は「筆記」のみ 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：次ページ以降の専用解答用紙を印刷して使用すること 
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レポート課題            英語 1 

Comprehension Check 

 

Read the dialog on page 7 and answer the questions below by 

circling them True ( T ) or False ( F ). 

 

1 Miyu knows the P.S.U. Bookstore very well.          T     F 

2 Miyu is searching for magazines and candy.          T     F 

3 Scott is friendly to Asian people.                    T     F 

4 Jason likes to razz Scott.                           T     F 

5 Jason’s friend is a teacher of E. S. L.*               T     F 

 

Fill in The Answers 

 

Check the dialog again and write the correct answers in the blank 

spaces provided. Use complete sentences, when possible. 

 

1 Why did Miyu come to the P.S.U. Bookstore?         

                                                               

2 When Scott and Miyu are talking, who enters the bookstore? 

                                                                

3 Where in the bookstore are the E.S.L. textbooks? 

                                                                

4 What place do Miyu, Scott and Jason go to after talking in the 

bookstore?                                                      

5 How many people participated* in this conversation? 

                                                                 

 

 ( to ) participate- 参加する 
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Multiple Choice 

Find the correct answer below and circle it. 

 

1 Jason is “from out of town” means that: 

a he is from New Zealand 

b he is from Portland 

c he is not from New Zealand 

d he is not from Portland 

2 Miyu’s “major is E.S.L.” means that:  

a she is studying English as a Seventh Language 

b she is studying English as a Second Language 

c she is studying English as a Second Luggage 

d she is not studying English as a Second Language 

3 “Scott is a Portlander” means that:  

a his hometown is near Portland 

b his hometown isn’t Portland 

c his hometown is Portland 

d his hometown is Oregon 

 

Fill In The Answers 

Check the conversation again and write the answers to the 

questions below: 

1 Where in Japan is Miyu’s hometown? 

                                                                 

2 What kind of course is Jason taking at PDX Online University? 

                                                                

3 What is the Japanese word for people from Hokkaido? 

                                                                  

4 Scott’s hometown and Miyu’s hometown have a special 

relationship.* What kind of relationship is it? 

                                                                 

 relationship-関係 

20



Matching Exercise 

Match the items ( things ) or people on the left side of this page 

with those on the right side. Use a pen or pencil to draw a line and 

connect items/people that belong together. 

 

*He likes to razz Scott                    *Miyu Shibusawa 

*Sister Cities                            *Scott MacDonald 

*English as a Second Language           *Jason Stolle 

*PDX Online University                 *Portland and Sapporo 

*Japanese female student              *Miyu’s classes at P.S.U. 

*Oriental freak                        *Jason’s secret 

*kiwi fruit                             *Hokkaido people 

*Portland State University              *New Zealander 

* (to) get it                             *Miyu’s school 

*Dosanko                              * (to) understand 

 

Fill In The Blanks 

Read the sentences below carefully. Then fill in the blank spaces. 

The answers are all from words or phrases in the exercise above 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Miyu and Scott are both students at                              

2 Portland is Sapporo’s American                                   

3 Jason likes to        Scott by saying that he’s an                  

4 Jason is studying for his Ph.D at                                 

5 Miyu is taking                 at Portland State University. 

6 The Japanese word for Hokkaido people is                         

7 In New Zealand, the            is a popular fruit. 

8                    means Japanese people who live in 

Hokkaido. 
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Comprehension Check 

Read the conversation of Chapter 2 again and answer the 

questions below by circling them True ( T ) or False ( F ). 

1 Hot lips Pizza is near the P.S.U. campus.            T      F 

2 American Dream Pizza can’t deliver to their home.   T      F 

3 Alisa McDowell wants to eat pizza for dinner.        T      F 

4 Steve and Hiromi are fans of the Los Angeles Lakers. T      F 

Multiple Choice 

Read the sentences below and circle only the ones that are true.  

1 The McDowells cannot order pizza from Hot Lips because: 

a their home is outside the American Dream’s delivery area 

b their home is outside Hot Lips delivery area 

c their home is inside the Hot Lips delivery area 

d their home is not inside the American Dream’s delivery area 

2 Steve tells Miyu that he is happy because:  

a he likes cute, young Japanese women 

b Miyu likes NBA basketball 

c American Dream’s pizza tastes good 

d Miyu is attending his alma mater 

3 Steve becomes angry because:  

a Miyu said the LA Lakers are a great team 

b Miyu did not eat all of her pizza 

c Miyu has never been to a Blazer game 

d Miyu likes Hot Lips pizza more than American Dream pizza. 

Fill In The Answers 

Read Chapter Two’s conversation again. Answer questions below. 

1 Why can’t the McDowells order pizza from Hot Lips pizza? 

                                                             

2 Who suggests that they eat pizza for dinner? 

                                                               

3 Where is Steve’s old stomping ground?                          

4 What is the name of Portland’s NBA team?                     
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Comprehension Check 

Read the Chapter 3 conversation again. Then answer the 

questions below by circling True ( T ) or False ( F ) 

1 Miyu has night classes on Thursdays.              T       F  

2 Scott wants to do more studying today.             T       F 

3 Cindy can speak Japanese well.                   T       F 

4 Scott and Cindy are both Portlanders.             T       F 

Find The Mistake 

Readthe sentences below.Then circle only those that are false. 

1 Miyu stays in the P.S.U. Library to study until 6 P.M. because: 

a she feels like studying before dinner 

b she has night classes on Thursdays 

c she needs to study more 

2 “Dr. Test” is: 

a the nickname of Miyu’s English Composition teacher 

b the nickname of Dr. Gherahim Nairais 

c a medical license examination for doctors   

3 Cindy Yamaguchi is:  

a an attorney in Portland 

b a lawyer in Portland  

c taking daytime classes in Commercial Law 

4 Scott does not like tests in political science because: 

a Dr. Nairais gives nasty tests 

b Dr. Sludge gives nasty tests 

c Dr. Sludge gives difficult tests 

Fill In The Answers-Please answer the questions below. 

1 Who are the two professors Miyu and Scott call infamous? 

                                                             

2 Why is Dr. Nairais called “Dr.Test” by students? 

                                                              

3 Why does Miyu say “Konnichiwa” to Cindy in Japanese? 
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Listen Up  D-1 

Miyu is at the checkout counter of the Whole Foods supermarket. 

She is paying for her groceries. Listen to her conversation with 

the clerk. Then circle the correct answers below. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Miyu pays for her groceries by: 

a cash 

b credit card 

c personal check 

2 The sales clerk puts Miyu’s groceries in: 

a a plastic bag 

b a paper bag 

c Miyu’s shopping bag 

3 The sales clerk gives Miyu:  

a a receipt 

b a parking stamp 

c a discount coupon 

Further Listening 

Now listen to the conversation again. Then answer the questions 

below. Be sure to listen carefully.  

1 The total price of Miyu’s groceries is: 

a $12.70 

b $20.70 

c $20.17 

d $12.17 

2 Miyu went to Whole Foods by: 

a bicycle 

b car 

c streetcar 

d bus 

Bonus Question-Why did Miyu use a paper for her groceries? 
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Miyu’s Special Wordwrap 

The wordwrap below contains words and phrases from chapters 

three and four. Find the words or phrases and circle them. One 

has been done for you. Remember, all the words curve and bend. 

They don’t go in straight lines. Good luck! 

 

Word and 

Phrase List 

1 Nasty 

2 Infamous 

3 Feel like 

4 Hit  the  books 

5 Give me a buzz 

6 (You can) say 

that again 

7 Pricey 

8 Crazy about 

9 Express lane 

10 Tacos 

11 Whole Foods     
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カリキュラム（'05）（'15） 英語Ⅱ（初級英会話） 担当教員：Simon Thollar ２単位 

設  題 

＜提出方法：試験会場での試験は試験会場で提出、インターネット試験は別途案内します＞ 

次ページの問題を解くこと（前期と後期では問題が違うので注意すること）。 

作成方法は「筆記」のみ 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：次ページ以降の専用解答用紙を印刷して使用すること 
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        ENGLISH II   REPORT    初級英会話

1: Please read this dialogue 

John and Yoko visit John’s cousin, Mike.    

John: Hi Mike!
Mike: Hi John.  Long time no see.1  How have you been?
John: Pretty good, thanks.  By the way, this is a new friend of mine.  Her name's 

Yoko.  Yoko, this is my cousin, Mike.  Please introduce yourself, Yoko.2

Yoko: Sure. Hi Mike.3 Nice to meet you.4  I'm Yoko, Yoko Sono.5  I'm twenty seven.6 
I was born in Nagoya, but I was brought up in Yokohama.7 I'm a junior high 
school teacher8 in Japan.  I came to Australia to learn how to surf. 

Mike: Really!  You want to learn how to surf??  That sounds exciting!  Do you have 
any hobbies, Yoko?  How do you usually spend your spare time?9

Yoko: I like running marathons, listening to music and playing online games in my 
spare time.

Mike: I love playing online games too, especially role-playing games!  By the way Yoko, 
when did you come to Australia?

Yoko: I arrived about 5 weeks ago.
Mike: Only 5 weeks ago?  How long are you going to stay here?
Yoko: Not long . . . I'm going back to Japan in 1 week's time.  
Mike: Really?  In a week?  Why are you going back so soon?
Yoko: Well . . . I have to leave because my big sister is getting married.  I don't 

want to go back, but I have to attend her wedding.  That’s life.10     
Mike: I see.  That’s really too bad,11 Yoko!  Anyway, I hope you enjoyed your stay in 

Australia.  If you come here again, please look me up.12  OK?
Yoko: Thanks Mike, I’ll do that.  Good bye!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

English II Report  -  Semester 1, (1st quarter, 2nd quarter), 2018 Page 1  

このレポートは前期のレポートです。７月からは、後期のレポートを
使って下さい。必ずこの用紙を使って下さい。自分の紙を使わないで。
必ず全て英語で書いて下さい。

Name

Student number

Do you understand?   

Yes?  J If you understand, go to page 5 and answer the questions.

No?  L First, please read pages 2, 3 & 4, THEN go to page 5. OK?

前期
平成３０年
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 2:  Language Notes: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Long time no see.1
 “Long time no see” means しばらくですね or 久しぶり.

Please introduce yourself, Yoko.2  (紹介)
 Self introductions (自己紹介) are very important.  
 e.g.
 “Hi there.  Could you please introduce yourself,”   or
 “Hello, please introduce yourself.”
 
Hi Mike.3	 	 	 (挨拶について)	 
 At first, you can say “Hi”, “Hi everyone” or “Hello”. 
 (こんにちは =  Hi, Hello etc . . .)

Nice to meet you.4  (はじめまして)
 “Nice to meet you” is very similar to “Pleased to meet you” or “How you doing”.   
 “Pleased to meet you” and “Nice to meet you”  both mean 「はじめまして」or 「よろし
 くおねがいします」in Japanese.  “How you doing?” can be used in the same way.  

 
  例   Simon: “Hi, how you doing?  I'm Simon.”
   (サイモンです。よろしく）
  John: “Hello.  I'm John.  Nice to meet you.”
   (はじめまして。 ジョンです。)

 “How you doing?” & “Nice to meet you,” are also the same as “How do you do?”, 
 but “How do you do?” is more polite.  (“How do you do?”の方が丁寧です。)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
I'm Yoko, Yoko Sono.5  (名前について)

 When you say your name (自分の名前を言うとき),

 you can say: “I'm 名前.”    例   (I'm Yoko.)
 or “My name is 名前.”    例   (My name is Yoko.)

 You can also say your surname ( 姓):

  “I'm 名前 姓.”     例   (I'm Yoko Sono.)
 or   “My name is 名前 姓.”   例   (My name is Yoko Sono.)

 This style is friendly:
  “I'm 名前、名前 姓.” 例   (I'm Yoko, Yoko Sono.)
 　 “Please call me 名前.” 　   ( Please call me Yoko.)

English II Report  -  Semester 1, (1st quarter, 2nd quarter), 2018                                                                         Page 2  

&  [See Speak Out! (英語Ⅱテキスト), Chapter 1, Language Notes 1 - 3 No1 & No7.  Page 4] 
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I'm twenty seven.6  (歳について)

 In foreign countries, you don’t often ask people their age.  
 ＊＊(普通、外国人が人の歳はあまり聞かないこと。)  
 However, if you talk about your own age, you say  
  “I'm . . . years old.” ( 私は. . . 歳です。)
  or  “I'm . . .”    
   

   
 These are bad: 
   

I was born in Nagoya, but I was brought up in Yokohama.7  (出身について)

 You can say:  “I'm from . . .”     ( . . . の出身です。) 
 or   “I was born in . . .”   (  . . . の生まれです。) 

 
 DON'T say: “I came from  . . .”   ( . . . から来ました。)  (意味は違います。)
   “My from is . . . ”   (意味がありません。)

 If you live in a different place to where you were born, you can say:
 (住んでいるところと出身が違う場合),   

 例えば。。。　　 “I was born in (xxxx), but I live in (yyyy) now.”

 or    “I was born in (xxxx), but I was brought up in (yyyy).”
   (xxxxの出身ですが、今は、yyyyに住んでいる／or yyyyの育ち。)

I'm a junior high school teacher.8  (仕事について)         

 If you have a job, you should say:
   “I'm a . . .”      ( . . . です。)
   例①    “I'm a public servant.”       (公務員です。)
  例② “I’m a high school teacher.”     (高等学校の先生です。)

 or  “I work for . . .”   ( . . . に勤めています。）
  例① “I work for Hitachi.”  (日立に勤めています。)

 If you are at university or college, you can say: 
   “I'm a . . . college student.”  ( . . . 大学生です。)
 or  “I'm a . . . university student.”   ( . . . 大学生です。)
   例① “I'm a 2nd year university student.”A (大学の２年生です。)
  例② “I’m a college sophomore.”B  (大学の２年生です。)

(A = British English, B = US English)

English II Report  -  Semester 1, (1st quarter, 2nd quarter), 2018                                                                         Page 3  

J These are good: “I'm 27 years old”  (私は２７歳です。)
    “I'm 27"    (私は２７です。)

L These are bad: “My age is 27 years old.”
   “I'm 27 years.”  (どちらも正しくない。)
WR

ONG
!

WRONG!
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How do you (usually) spend your spare time?9 (趣味について)

 Most dictionaries say 趣味 = hobby.  BUT please DON'T say:  “What is your hobby?”  

 TRY THESE:

   
 
 In conversational English, you can answer like this:

   “I like (動名詞) in my spare time.”  
  or “I like (動名詞) in my free time.”       (僕の趣味は . . . です。)
  or  “I'm interested in (動名詞 or 名詞).”  
   
   例①   “I like playing baseball in my spare time.”
   例② “I like watching movies in my free time.”       (Don’t forget “. . . ing”)
  例③ “I'm interested in surfing the internet.”

Summary of Language Note 2 to Language Note 9:  (２番から９番までのまとめ)

 Now, you can introduce yourself.  (自己紹介もうできるでしょう！）

  Hi!3     こんにちは、はじめまして！

  My name is Yoko.5    ヨー子です。

  I was born in Nagoya.7    名古屋の生まれです。

  I’m a junior high school teacher.8  中学校の先生です。

  I’m 27.6     ２７歳です。

  I like xxxxxxing in my   趣味は○○○○です。
  spare time.9

  Nice to meet you.4    こよろしくお願いします。

 OK?  Let’s continue!!  (順番は決まっていないけれど、この順番は良いと思います)

English II Report  -  Semester 1, (1st quarter, 2nd quarter), 2018                                                                         Page 4  

L ?????????なんでダメなの？
 「趣味はなんですか」はちょっと子供のような言い方。
   もっと良い言い方がいっぱいありますから、
   下に書いてある表現を使いましょう。

J  “How do you spend your spare time?” 
 or  “How do you spend your free time?”
 or “What do you like doing in your spare time?”
 or  “What do you like doing in your free time?”
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That’s life!10  (仕様がない)                                  

 “It can’t be helped.” 
 “There’s nothing we can do about it.” 
 “That’s life.”     (仕様がない。等)
 “C’est la Vie.”
 “Que sera sera.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Too bad/That’s really too bad.11  (残念)

 “Too bad”  is the same as “That’s too bad”.  (残念ですね。お気の毒に。。。)

Look me up.12  (立ち寄って／寄って).

“Look me up” or “Look us up” means “Please come and visit me”.  It is a common expression.
 
  例   “If you come to Sapporo, please look us up while you are here.”
  (札幌に来たら、いる間に、私達の所へ寄ってください。)

 3:  Self Introduction 

 OKですか？  You got it?  わからないところがあればもう一度ページ１からページ５

 までよく読んでください。OKだったら、自分の自己紹介を書いて下さい。

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	   Don’t forget!  50 words or more!  Go for it!!  頑張って！
 If you forget how, look at the bottom of page 4 again.
 (自信がない？よく分からない？もう一度４ページを見てね！）  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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&  [See Speak Out! (英語Ⅱテキスト), Chapter 15, Language Note 15 - 3 No2.  Page 131] 

J  Write your own self introduction on the next page (page 6).  
  Your should include your name, age, birth place and work in 
  your introduction.  When you write about your interests 
  (hobbies) , please write down 3 or 4 things that you like 
  doing.  Your target is 50 words or more.  Good luck!!

  [次ぎのページに英語で自己紹介を書きなさい。忘れないで！必ず自
  分の趣味について書きなさい。趣味は３つか４つ書いてください。
  ターゲットは少なくても約５０語。頑張れ！！！]

I 

have a bar-code 

hair style!

50 words . . .

That’s life!
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Please introduce yourself!
ターゲットは少なくても５０語
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 4:  Dialogue Questions (from page 1)

Please answer these questions about the dialogue (story) on page 1.　Answer all 
questions in sentence form.   
** 必ず英語の文章で答えてください。わからなかったら、もう一度１ページをよく読みなさい。
1.  How old is Yoko? 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2. How does she spend her spare time?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3. Where was she born?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

4. What does Yoko do in Japan?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

5. When did Yoko go to Australia?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

6. Why did Yoko go to Australia?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

7. When is Yoko going back to Japan?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

8. Why is Yoko going back to Japan?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

9. What is John's cousin’s name?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

10. What does he like doing?

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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 5:  Text Book Comprehension  &

 & BEFORE COMPLETING THE NEXT PART, PLEASE READ THE TEXT BOOK.

 & つぎの問題をやる前に必ずテキストを読み終えておいて下さい。	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 
	 	 	 

(Speak Out!  Chapter 1:  Page 1 - 8)

1. What can you say instead of - “How are you?”  (Write 2 answers)
 (「How are you?」の代わりに何が言えるでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
2. What do you say in English - 「 名」
 (「名」は英語で何と言うでしょうか。)     (Write 2 answers - 答えを２つ書きなさい。)   

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                            
3. What can you say instead of - “And you?”  (Write 2 answers)
 (「And you?」の代わりに何が言えるでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(Speak Out!  Chapter 2:  Page 9 - 16)

4. The answer is - “I've been fine thanks.”  What is the question?
 (答えが 「I've been fine thanks.」だったら、質問は何でしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                           
5. What can you say instead of -  “He enjoyed himself”.
 (「He enjoyed himself.」の代わりに何が言えるでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                           
6. What do you say in English - 「ドナルド、こちらはメラニアです。」
 (「 ドナルド、こちらはメラニアです。」は英語で何と言うでしょうか。)         
  
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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I NEED TO SEE THAT YOU HAVE READ THE TEXT, 
SO PLEASE DEMONSTRATE THIS KNOWLEDGE 
IN YOUR ANSWERS.
DO NOT ANSWER WITHOUT READING THE TEXT.

この後の問題は必ずテキストを参照して解答して
下さい。

How well  
 did you 
understand 
the text  
    book - 
Chapters 
  1 to 15?

I
M
P
O
R
T
A
N
T

** ドナルド = Donald
　 メラニア = Melania

**(（欧米で）姓の前にある名前)
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(Speak Out!  Chapter 3 :  Page 17 - 24)

7. Write 2 words in English, meaning “Yes.”
	 (「Yes」という意味の言葉を英語で２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. What do you say in English - 「彼が間違った。」
 (「彼が間違った。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9. Write the short form (短縮) -  “I'm going to play golf tomorrow.”

                                                                                                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 4:  Page 25 - 32)

10. Write 2 あいづち (えーと . . . あの . . . その) in English.
 (英語で「あいづち」を２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11. What do you say in English - 「土曜日に私たちと一緒に踊りに行きませんか。」
 (「土曜日に私たちと一緒に踊りに行きませんか。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12. What do you say in English - 「明日にしましょう。」
 (「明日にしましょう。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 5:  Page 33 - 42) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  * (You are in a restaurant.)

13.    What do you say in English - 「 ローストビーフにします。」
 (「 ローストビーフにします。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
14.    What do you say in English -   「ご注文は?」    * (Write 2 answers)
 (「ご注文は?」は英語で何と言うでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
15. You are in a restaurant.  You want a glass of cold water. 
 What do you say to the waiter?   
 (「お冷やをもらえますか。」は英語で何と言うでしょうか。)     * Use 'get' or 'bring' or 'have'

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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(Speak Out!  Chapter 6:  Page 43 - 50)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

16. What do you say in English - 「カラオケ*についてどう思いますか。」
 (「カラオケについてどう思いますか。」は英語で何と言うでしょうか。) 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17.     “Bill has lots of money.”    
 (「Bill has lots of money.」の代わりに何が言えるでしょうか。)        

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
18.             What do you say in English - 「どういたしまして。」    (Write 2 answers)
               (「どういたしまして。」は英語で何と言うでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 7:  Page 51 - 60)

19. What do you say in English -                
 「ウォール・ストリートをメーン・ロードまで４ブロック行って下さい。」    

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
20. What do you say in English -  「東京大学にはどう行けばいいですか。」
 (「東京大学にはどう行けばいいですか。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21. What do you say in English - 「 セカンドストリートにあり、銀行の隣です。」

 (「セカンドストリートにあり、銀行の隣です。」は英語で何と言うでしょうか。)
	 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 8:  Page 61 - 68)

22. Write 2 sentences in English, meaning  -「どんな音楽が好きですか。」

 (「どんな音楽が好きですか。」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                 
23. Write 2 sentences in English, meaning - 「北海道日本ハムファイターズが大好きだ。」
 (「北海道日本ハムファイターズが大好きだ。」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
24.    　What do you say in English, meaning - 「冗談だよ！」
 (「冗談だよ！」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                     
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テキ
スト

を参
照し

て解
答し

てね
。

ha
s =

 ??
? * has = ???

* ウォール = Wall

  メーン    = Main

  * カラオケ = Karaoke
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(Speak Out!  Chapter 9:  Page 69 - 78)

25. ☎　Write 2 sentences in English, meaning - 「 私はジョンに電話しました。」
 (「私はジョンに電話しました。」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)
 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
26. ☎　What do you say in English -  「内線００７番をお願いします。」
 (「内線００７番をお願いします。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                           
27. ☎　Write 2 sentences in English, meaning - 「トムさんがいますか？」  
 (「トムさんがいますか？」という意味の文を英語で２つ書きなさい。) 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 10:  Page 79 - 88)

28. What do you say in English -  「貴方は熱がありません。」
 (「貴方は熱がありません。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29. Write 2 sentences in English, meaning - 「どうしたの？」
 (「どうしたの？」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)  

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
30. What do you say in English -  「歯医者に診てもらう予約がある。」
 (「 歯医者に診てもらう予約がある。」は英語で何と言うでしょうか。)
                                                                                                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 11:  Page 89 - 98)! ! !

31. What do you say in English -  「流れ星を見たことがありますか?」
 (「流れ星を見たことがありますか?」は英語で何と言うでしょうか。) 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
32. Write a sentence using the word “pretty”.              ** NOT「奇麗な」の'pretty'

 (「pretty」を使って文章を書きなさい。)               ** See page 91

 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
33. What do you say in English -  「オーストラリアってどんな国ですか？」　
 (「 オーストラリアってどんな国ですか？」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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** ヒント
    'like'を使って

☎Phone talk!
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(Speak Out!  Chapter 12:  Page 99 - 108)

34. What do you say in English - 「３週間前」
 (「３週間前」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
35. What do you say in English -  「５年後」
 (「５年後」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
36. What do you say in English -  「再(さ)来月」
 ( 「 再(さ)来月」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Speak Out!  Chapter 13:  Page 109 - 118)

37. What do you say in English - 「 彼女は２００３年から日本に住んでいます。」
 (「 彼女は２００３年から日本に住んでいます。」は英語で何と言うでしょうか。)
 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
38. What do you say in English -  「 夕べから雨が降っています。」
 (「夕べから雨が降っています。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
39. What do you say in English - 「私達は来年結婚したいです。」
 (「私達は来年結婚したいです。」は英語で何と言うでしょうか。)
                                                        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	 	 	 	 
(Speak Out!  Chapter 14:  Page 119 - 127)	 　　　　　　

40. What do you say in English -  「 大学生は毎晩勉強するべきです。」
 (「 大学生は毎晩勉強するべきです。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
41. What do you say in English -  「 私たちは行かなくてもいいです。」
 (「私たちは行かなくてもいいです。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------
42. Write 2 sentences in English, meaning -  “You must read the text first.”
 (「You must read the text first.」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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**ヒント　'must'の変わりの言葉。。。

38



(Speak Out!  Chapter 15:  Page 128 - 137)

43. What do you say in English - 「乾杯！」
 (「乾杯！」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
44. What do you say in English - 「ドナルド・トランプさんは７０代前半です。」
 (「ドナルド・トランプさんは７０代前半です。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
45.   What do you say in English - 「彼女は私と一緒に韓国語を勉強している女性です。」
 (「 彼女は私と一緒に韓国語を勉強している女性です。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

COMMENTS/MESSAGE:
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Well done!!  You’ve finished!!
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        ENGLISH II   REPORT    初級英会話
　　　　　　　	 	 	 	 	 
	 	 

 1:  Please read this dialogue                                                  

John and Yoko go to John’s Uncle George’s house.    

John:  Hi Uncle George. 
Uncle George: Hi John.  Long time no see.1  How have you been?
John:  I've been pretty good, thanks.  Ah, this is a new friend of mine.  Her name's 
  Yoko.  Please introduce yourself, Yoko.2

Yoko:  Sure.  Hi Uncle George.3  It’s good to meet you.4  I'm Yoko, Yoko Sono.5  I'm 
  twenty eight.6  I was born in Sapporo, but I was brought up in Kobe.7   I'm a 
  nurse8 in Japan.  I came to Australia because I want to get a helicopter license.    
Uncle George: A helicopter license?  That sounds exciting.  Do you have any hobbies?  
  How do you usually spend your spare time?9

Yoko:  I like jogging, swimming and listening to jazz music in my spare time.
Uncle George: Oh really? I love swimming too, especially backstroke!  When did you come to 
  Australia?
Yoko:  I came here about 5 months ago.
Uncle George: Only 5 months ago!  Your English is very good!  How long are you going to stay 
  here?
Yoko:  Not long . . . I'm going back to Japan the week after next.  
Uncle George: The week after next?  Why are you going back so soon?
Yoko:  Well . . . I have to leave  because my little sister is getting married.  I don't 
  want to go back, but it can't be helped.10     
Uncle George: Too bad,11 Yoko!  Anyway, I hope you enjoyed your stay in Australia.  If you 
  come to Australia again, look me up.12  OK?
Yoko:  Thanks, I will.
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このレポートは後期のレポートです。７月までは、前期のレポートを
使って下さい。必ずこの用紙を使って下さい。自分の紙を使わないで。
必ず全て英語で書いて下さい。

Name

Student number

 Do you understand?   

 Yes?  J If you understand, go to page 5 and answer the questions.  

 No?   L Please read pages 2, 3 & 4, THEN go to page 5.  OK?

後期
平成３０年
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 2:  Language Notes: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Long time no see.1
 "Long time no see" means しばらくですね or 久しぶり.

Please introduce yourself.2  (紹介)
 Self introductions (自己紹介) are very important.  
 e.g.
 “Hi there.  Could you please introduce yourself,”   or
 “Hello, please introduce yourself.”
 
Hi Uncle George.3	 	 	 (挨拶について)	 	 
 At first, you can say “Hi”, “Hi everyone” or “Hello”. 
 (こんにちは =  Hi, Hello etc . . .)

It’s good to meet you.4  (はじめまして)
 “It’s good to meet you” is very similar to “Pleased to meet you” or “How you doing”.
 “Pleased to meet you” and “Nice to meet you”  both mean 「はじめまして」or 「よろし
 くおねがいします」in Japanese.  "How you doing?" can be used in the same way.  

 
  例   Simon: “Hi, how you doing?  I'm Simon.”
   (サイモンです。よろしく）
  John: “Hello.  I'm John.  It’s good to meet you.”
   (はじめまして。 ジョンです。)

 “How you doing?” & “It’s good to meet you,” are the same as “How do you do?”, 
 but “How do you do?” is more polite.  (“How do you do?”の方が丁寧です。)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
I'm Yoko, Yoko Sono.5  (名前について)

 When you say your name (自分の名前を言うとき),

 you can say: “I'm 名前.”    例   (I'm Yoko.)
 or “My name is 名前.”    例   (My name is Yoko.)

 You can also say your surname ( 姓):

  “I'm 名前 姓.”     例   (I'm Yoko Sono.)
 or   “My name is 名前 姓.”   例   (My name is Yoko Sono.)

 This style is friendly:
  “I'm 名前、名前 姓.” 例   (I'm Yoko, Yoko Sono.)
 　 “Please call me 名前.” 　   ( Please call me Yoko.)
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&  [See Speak Out! (英語Ⅱテキスト), Chapter 1, Language Notes 1 - 3 No1 & No7.  Page 4] 
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I'm twenty eight.6  (歳について)

 In foreign countries, you don’t often ask people their age.  
 ＊＊(普通、外国人が人の歳はあまり聞かないこと。)  
 However, when you talk about your own age, you say  
  “I'm . . . years old.” ( 私は. . . 歳です。)
  or  “I'm . . .”    
   

   
 These are bad: 
   

I was born in Sapporo, but I was brought up in Kobe.7  (出身について)

 You can say:  “I'm from . . .”   ( . . . の出身です。) 
 or   “I was born in . . .” (  . . . の生まれです。) 

 
 DON'T say: “I came from  . . .”   ( . . . から来ました。)  (意味は違います。)
   “My from is . . . ”   (意味がありません。)

 If you live in a different place to where you were born, you can say:
 (住んでいるところと出身が違う場合),  

 　　  “I was born in (xxxx), but I live in (yyyy) now.”

 or    “I was born in (xxxx), but I was brought up in (yyyy).”
   (xxxxの出身ですが、今は、yyyyに住んでいる／or yyyyの育ち。)

I'm a nurse.8  (仕事について)         

 If you have a job, you should say:
   “I'm a . . .”      ( . . . です。)
   例①    “I'm a public servant.”       (公務員です。)
  例② “I’m a high school teacher.”     (高等学校の先生です。)

 or  “I work for . . .”   ( . . . に勤めています。）
  例① “I work for Hitachi.”  (日立に勤めています。)

 If you are at university or college, you can say: 
   “I'm a . . . college student.”  ( . . . 大学生です。)
  or “I'm a . . . university student.”   ( . . . 大学生です。)
   例① “I'm a 2nd year university student.”A (大学の２年生です。)
  例② “I’m a college sophomore.”B  (大学の２年生です。)

(A = British English, B = US English)
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J These are good: “I'm 28 years old”  (私は２８歳です。)
   “I'm 28"    (私は２８です。)

L These are bad: “My age is 28 years old.”
   “I'm 28 years.”  (どちらも正しくない。)
WR

ONG
!

WRONG!
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How do you spend your spare time?9 (趣味について)

 Most dictionaries say 趣味 = hobby.  BUT please DON'T say:  “What is your hobby?”  

 TRY THESE:

   
 
 In conversational English, we can answer like this:

   "I like (動名詞) in my spare time."  
  or "I like (動名詞) in my free time."       (僕の趣味は . . . です。)
  or  "I'm interested in (動名詞 or 名詞)."  
   
   例①   “I like playing baseball in my spare time.”
   例② “I like watching movies in my free time.”       (Don’t forget “. . . ing”)
  例③ “I'm interested in surfing the internet.”

Summary of Language Note 2 to Language Note 9:  (２番から９番までのまとめ)

 Now, you can probably introduce yourself.  (自己紹介もうできるでしょう！）

  Hi!3     こんにちは、はじめました

  My name is Yoko.5    ヨー子です。

  I was born in Sapporo.7    札幌の生まれです。

  I’m a nurse.8    看護師です。

  I’m 28.6     ２８歳です。

  I like xxxxing in my   趣味は○○○○です。
  spare time.9

  It’s good to meet you.4   こよろしくお願いします。

 OK?  Let’s continue!!  (順番は決まっていないけれど、この順番は良いと思います)
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L ?????????なんでダメなの？
 「趣味はなんですか」はちょっと子供のような言い方。
   もっと良い言い方がいっぱいありますから、
   下に書いてある表現を使いましょう。

J  “How do you spend your spare time?” 
 or  “How do you spend your free time?”
 or “What do you like doing in your spare time?”
 or  “What do you like doing in your free time?”
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It can’t be helped.10  (仕様がない)                                  

 “It can’t be helped.” 
 “There’s nothing we can do about it.” 
 “That’s life.”     (仕様がない。等)
 “C’est la Vie.”
 “Que sera sera.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Too bad.11  (残念)

 “Too bad”  is the same as “That’s too bad”.  (残念ですね。お気の毒に。。。)

Look me up.12  (立ち寄って／寄って).

“Look me up” or “Look us up” means “Please come and visit me”.  It is a common expression.
 
  例   "If you come to Sapporo, please look us up while you are here."
  (札幌に来たら、いる間に、私達の所へ寄ってください。)

 3:  Self Introduction 

 OKですか？  You got it?  わからないところがあればもう一度ページ１からページ５

 までよく読んでください。OKだったら、自分の自己紹介を書いて下さい。

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	   Don’t forget!  50 words or more!  Go for it!!  頑張って！
 If you forget how, look at the bottom of page 4 again.
 (自信がない？よく分からない？もう一度４ページを見てね！）  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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&  [See Speak Out! (英語Ⅱテキスト), Chapter 15, Language Notes 15 - 3 No2.  Page 131] 

J  Write your own self introduction on the next page (page 6).  
  Your should include your name, age, birth place and work in 
  your introduction.  When you write about your interests 
  (hobbies) , please write down 3 or 4 things that you like 
  doing.  Your target is 50 words or more.  Good luck!!

  [次ぎのページに英語で自己紹介を書きなさい。忘れないで！必ず自
  分の趣味について書きなさい。趣味は３つか４つ書いてください。
  ターゲットは少なくても約５０語。頑張れ！！！]

I 

have a bar-code 

hair style!

50 words . . .

That’s life!
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Please introduce yourself!
ターゲットは少なくても５０語
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 4:  Dialogue Questions (from page 1)

Please answer these questions about the dialogue (story) on page 1. Answer all 
questions in sentence form.   
** 必ず英語の文章で答えてください。わからなかったら、もう一度１ページをよく読みなさい。

1.  How old is Yoko? 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2. How does she spend her spare time?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3. Where was she born?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

4. What does she do in Japan?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

5. When did Yoko go to Australia?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

6. Why did she go to Australia?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

7. When is Yoko going back to Japan?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

8. Why is Yoko going back to Japan?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

9. What is John's uncle’s name?

                                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

10. What does he like doing?

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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 5:  Text Book Comprehension  &

 & BEFORE COMPLETING THE NEXT PART, PLEASE READ THE TEXT BOOK.

 & つぎの問題をやる前に必ずテキストを読み終えておいて下さい。	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 
	 	 	 

(Speak Out!  Chapter 1:  Page 1 - 8) 

1. What can you say instead of - “I'm good thanks.”  (Write 2 answers)
 (「I'm good thanks.」の代わりに何が言えるでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
2. What do you say in English - 「 姓」
 (「姓」は英語で何と言うでしょうか。)　　　(2 answers - 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                            
3. What can you say instead of - “Goodbye.”  (Write 2 answers)
 (「Goodbye」の代わりに何が言えるでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(Speak Out!  Chapter 2:  Page 9 - 16)  

4. The answer is - “I've been OK thanks.”  What is the question?
 (答えが 「I've been OK thanks.」だったら、質問は何でしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                           
5. What do you say in English - 「（私たちのことを）覚えていますか？」
 (「(私たちのことを) 覚えていますか？」は英語で何というでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                           
6. What do you say in English - 「トム、こちらはジェリーです。」  **  トム ＝ Tom
 (「トム、こちらはジェリーです。」は英語で何と言うでしょうか。)         ジェリー ＝ Jerry

  
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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I NEED TO SEE THAT YOU HAVE READ THE TEXT, 
SO PLEASE DEMONSTRATE THIS KNOWLEDGE 
IN YOUR ANSWERS.
DO NOT ANSWER WITHOUT READING THE TEXT.

この後の問題は必ずテキストを参照して解答して
下さい。

How well  
 did you 
understand 
the text  
    book - 
Chapters 
  1 to 15?

I
M
P
O
R
T
A
N
T
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(Speak Out!  Chapter 3 :  Page 17 - 24)

7. What do you say in English - 「今晩何もすることがない/予定がない。」
 (「今晩何もすることがない/予定がない。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8. What do you say in English - 「私が間違った。」
 (「私が間違った。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9. Write the short form (短縮) -  “I'm going to watch TV tonight.”

                                                                                                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 4:  Page 25 - 32)

10. Write 2 あいづち (えーと . . . あの . . . その) in English.
 (英語で「あいづち」を２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11. What do you say in English - 「 土曜日に私と一緒に買い物に行きませんか？」
 (「 土曜日に私と一緒に買い物に行きませんか？」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12. Write 2 ways of accepting an invitation in English.  
 (英語で招待の受け方を２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 5:  Page 33 - 42) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  * (You are in a restaurant.)

13.    What do you say in English - 「 ステーキにします。」
 (「 ステーキにします。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
14.    What do you say in English -   「ご注文は?」     * (Write 2 answers)
 (「ご注文は?」は英語で何と言うでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
15. You are in a restaurant.  You want the menu. 
 What do you say to the waiter?   
 (「 メニューをもらえますか。」は英語で何と言うでしょうか。)  *Use 'get' or 'bring' or 'have'

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

English II Report  -  Semester 2　(3rd quarter, 4th quarter), 2018       　　　                                                  Page 9  

48



(Speak Out!  Chapter 6:  Page 43 - 50)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　 

16. What do you say in English - 「東京についてどう思いますか？」
 (「東京についてどう思いますか？」は英語で何と言うでしょうか。) 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17.     What can you say instead of -  “Japan has 47 prefectures.”    
 (「Japan has 47 prefectures.」の代わりに何が言えるでしょうか。)         

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
18.            What do you say in English - 「どういたしまして。」    (Write 2 answers)
             (「どういたしまして。」は英語で何と言うでしょうか。 答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 7:  Page 51 - 60)

19. What do you say in English -                    * べーかー = Baker
 「ベーカー・ストリートをメーン・ストリートまで３ブロック行って下さい。」    メーン = Main

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
20. What do you say in English -  「札幌ドームにはどう行けばいいですか。」
 (「札幌ドームにはどう行けばいいですか。」は英語で何と言うでしょうか。) 

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21. What do you say in English - 「 メーン・ストリートにあり、公園の隣です。」

 (「メーン・ストリートにあり、公園の隣です。」は英語で何と言うでしょうか。)
	 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 8:  Page 61 - 68)

22. Write 2 sentences in English, meaning  -「どんな映画が好きですか。」

 (「どんな映画が好きですか。」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                 
23. Write 2 sentences in English, meaning - 「私の息子は野菜が嫌いだ。」

 (「私の息子は野菜が嫌いだ。」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)        　　　　　

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
24.     What do you say in English, meaning - 「彼女のことを聞いたことがない。」
 (「彼女のことを聞いたことがない。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                     
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テキ
スト

を参
照し

て解
答し

てね
。

ha
s =

 ??
?

* has = ???
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(Speak Out!  Chapter 9:  Page 69 - 78)

25. ☎　Write 2 sentences in English, meaning - 「 ジョンさんはいますか？」  
 (「ジョンさんはいますか？」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)
 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          
26. ☎　What do you say in English -  「彼の電話は話し中です。」
 (「彼の電話は話し中です。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                           
27. ☎　What do you say in English -  「ただいま席を外しております。」（彼女が） 
 (「ただいま席を外しております。」は英語で何と言うでしょうか。答えを２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 10:  Page 79 - 88)

28. What do you say in English -  「私は熱がありますか？」
 (「私は熱がありますか？」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29. Write 2 sentences in English, meaning - 「どうしたの？」
 (「どうしたの？」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)  

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
30. What do you say in English -  「毎食後錠剤を２つ飲みなさい。」
 (「毎食後錠剤を２つ飲みなさい。」は英語で何と言うでしょうか。)
                                                                                                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                          

(Speak Out!  Chapter 11:  Page 89 - 98)　　　　　　　　　　　　　　　　　　

31. What do you say in English -  「白熊を見たことがありますか?」
 (「白熊を見たことがありますか?」は英語で何と言うでしょうか。)    

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
32. Write a sentence using the word “fairly”.          ** NOT「公平に」の'fairly'

 (「fairly」を使って文章を書きなさい。)   　     ** See page 91

 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
33. What do you say in English -  「 竹富島はどんな所ですか？」　
 (「竹富島はどんな所ですか？」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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(Write 2).

** ヒント
   'like'を使って

☎Phone talk!

   ** 白熊 = polar bear
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(Speak Out!  Chapter 12:  Page 99 - 108)

34. What do you say in English - 「１０日後」
 (「１０日後」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
35. What do you say in English -  「３週間前」
 (「３週間前」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
36. What do you say in English -  「 明後日」
 ( 「 明後日」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Speak Out!  Chapter 13:  Page 109 - 118)

37. What do you say in English - 「私は２５年以上ギターを習っています。」

 (「私は２５年以上ギターを習っています。」は英語で何と言うでしょうか。)

 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
38. What do you say in English -  「 今朝から雨が降っています。」
 (「今朝から雨が降っています。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
39. Please answer this question honestly:  
 “How many years have you been studying English?”
 (正直に文章で答えなさい ー “How many years have you been studying English?”)

                                                        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	 	 	 	 
(Speak Out!  Chapter 14:  Page 119 - 127)	 　　　　　　**(飲酒運転する = (to) drink-drive)

40. What do you say in English - 「 君は飲酒運転してはいけません。」
 (「君は飲酒運転してはいけません。」は英語で何と言うでしょうか。)　　

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
41. What do you say in English -  「私達はもっと頑張るべきです。」
 (「 私達はもっと頑張るべきです。」は英語で何と言うでしょうか。)　　

--------------------------------------------------------------------------------
42. Write 2 sentences in English, meaning -  “I must study English everyday.”
 (「I must study English everyday.」という意味の文を英語で２つ書きなさい。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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**ヒント　'must'の変わりの言葉。。。

**  もっと頑張る
     = try harder

**ヒント　have been  . . . . ing
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(Speak Out!  Chapter 15:  Page 128 - 137)

43. What do you say in English - 「気をつけて！」
 (「気をつけて！」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
44. What do you say in English - 「石川 遼さんは２０代半ばです。」
 (「石川 遼さんは２０代半ばです。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
45.   What do you say in English - 「彼女は私の古い車を買った人です。」
 (「彼女は私の古い車を買った人です。」は英語で何と言うでしょうか。)

--------------------------------------------------------------------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Well done!!  You’ve finished!!
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カリキュラム（'05）（'15） 英語Ⅲ（中級英語読解） 担当教員：竹 内 典 彦 ２単位 

設  題  

⑴ ①p25～p26、スティーブ・ジョブズ 
 ②p31～p32、ディズニーとマーベル 

  ③p37～p38、アロハの魅力 

④p43～p44、ニューヨーク 

⑤p49～p50、ロサンゼルス 

⑥p61～p62、スターバックス 

⑦p73～p74、アマゾン 

⑧p85～p86、フェイスブック 

  この中から最も関心を持ったユニット（章）を２つ選び感想を日本語でしっかりと長い文章で書き

なさい。 
 
⑵ 次の各問いに英語で答えなさい（長い文章で） 
 ① What is the greatness of Steve Jobs?  

 ② Why did Disney buy Marvel?  

 ③ Why does Hawaii attract a lot of people? 

 ④ What are some of the attractions in New York City? 
 ⑤ Why is Los Angeles one of the most fascinating places in the world? 

 ⑥ What are some of the criticisms against Starbucks? 
 ⑦ What are some of the good and bad points of Amazon? 
 ⑧ Write the history of Facebook.  
 
⑶ 次の各問いに日本語で答えなさい（長い文章で）。 
① アップル社の製品を持っている人もいるかと思いますが、貴方にとってのアップル製品に関わる

経験を書いて下さい。 
② ディズニー社とマーベル社の代表的な作品をそれぞれ書きなさい。 
③ 「アロハ精神」とはどのようなものかを説明しなさい。 
④ ニューヨークは 2001 年の同時多発テロ以来どのように変わりましたか？ 
⑤ なぜロサンゼルス（ハリウッド）で映画産業やポップカルチャー（大衆文化）が発展したのです

か？ 
⑥ シュルツが目指した「第 3の場所」とは？ 
⑦ アマゾンで扱っている商品の種類（例：書籍）を書きなさい。 
⑧ フェイスブック社が利益を上げている方法を詳しく説明しなさい。 

作成方法は「筆記」のみ 

筆  記 
筆記用具：ボールペン（黒・青）・鉛筆・シャープペンシル（HB・B・２B・濃い鉛筆） 

用  紙：市販のレポート用紙（横罫のみ） 

文字数等 特に制限なし。しかし、長くしっかりとした文章で書いて下さい。横書き。 

注意事項 
①問題は全ての問に解答してください。難しい問題があったとしても努力してみましょう。 

②レポートとして簡潔というより中身の濃い答えを期待します。 

そ  の  他   講義で扱った人物、土地、事物について教科書以外の機会（インターネット、新聞、本、 

地図、テレビ、映画、デパート、専門店など）でぜひ、フィールドワーク学習をして下 

さい。英語Ⅲの学習を通して、世界をより身近にしましょう。 
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カリキュラム（'05）（'15） 英語Ⅴ（実用英語） 担当教員：Charles Mclarty ２単位 

設  題  

 次ページの問題を解くこと。 

作成方法は「筆記」のみ 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：次ページ以降の専用解答用紙を印刷して使用すること 
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カリキュラム（'05）（'15） 初級中国語 担当教員：田 中 英 夫 ２単位 

設  題  

 

 

＜提出方法：試験会場での試験は試験会場で提出、インターネット試験はインターネット提出＞ 

 

 教科書の第１課から第 10課までの練習問題の⑵～⑸を解きなさい。 

作成方法は「ワープロ」又は「筆記」 

ワープロ 用 紙 等：コピー用紙等（無地） 

筆  記 
筆記用具：ボールペン（黒） 

用  紙：特に指定しない 

文字数等 文字数の制限はしない 
 

 
64


	2018レポート課題集（表紙のみ）
	2018レポート課題集（目次のみ）
	2018レポート課題集(目次無し)
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	レポート課題（行列と連立１次方程式）
	行列と連立1次方程式-レポート問題
	行列と連立1次方程式-解答用紙

	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	レポート課題（三角関数・指数関数・対数関数）
	30_レポート問題と解答_三角・指数・対数

	039
	040
	041
	042
	レポート課題（複素数）

	043
	レポート課題（一変数の微分法）
	一変数の微分法レポート課題（誤り）

	30_レポート問題と解答_1変数の微分

	044
	レポート課題（一変数の積分法）
	30_レポート問題と解答_1変数の積分

	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	レポート課題（ベクトル空間と線形写像）
	ベクトル空間と線形写像-レポート問題
	ベクトル空間と線形写像-解答用紙

	062
	063
	064
	レポート課題（アルゴリズム）
	17課題-問題解答用紙rev

	065
	066
	067
	068
	069
	070
	レポート課題（代数学）
	daisu

	071
	072
	レポート課題（確率論）
	report-kaku

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	H30レポート課題（教育課程論）表紙
	レポート課題（教育課程論）

	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116

	コンピュータの構成 ････････････････････････････････････････････････････････ 102



