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ダイアローグ１＜質問＞
T / F The female speaker is looking forward to going to class this day.
T / F She likes literature but not the literature class on 
Tuesday/Thursday.

T / F She does not like the literature professor because the professor 
asks her questions on literature that she does not know.
T / F The male speaker suggests that the female speaker drops her 
class.

T / F He speaks ill of the professor.



ダイアローグ2＜質問＞
T / F The male speaker looks very energetic because he will have an 
exam in 30 min.
T / F His neighbor was noisy until 1am the previous night.

T / F He called police but was told that it would take long time 
before they can come.
T / F He was able to study even his neighborhood was noisy.
T / F The female speaker suggests to drink coffee before the exam.



ダイアローグ3 ＜質問＞
T / F The female speaker was told by her father that his house was 
robbed the previous day.
T / F Her mother’s valuable things were stolen.

T / F Her mother was told to forget about things stolen.
T / F Her mother is very sad to lose her things filled with her 
memories.
T / F The male speaker wishes her father would feel better.
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一男さんの日
記（３・２３、４・
９）

A.  Multiple Choice:  Choose the correct answer:

Which is the correct statement?

Kazuo knows that Hanako will graduate this summer.

Hanako does not want to graduate this year.

It has been three years since Hanako started graduate school.

Hanako often comes to Tokyo to see Kazuo.

Yoko told Kazuo: (3pts.)

he should visit Osaka more often.

her boyfriend never lets her do what she wants.

His girlfriend should come to see him more.

His girlfriend is happy because he studies hard.



一男さんの日
記（３・２３、４・
９）

Which statements are true?  Circle two.  

Kazuo has not called Hanako for 10 days since March 30.

Hanako left a phone message on 4/9.

Kazuo volunteered to go on a business trip this weekend.

Kazuo is not very happy that she only left a message on his 
answering machine.

Hanako did not reply to Kazuo’s e-mail message.

Hanako asked Kazuo to go on a business trip to Osaka.

Hanako told Kazuo that she wants to see him in Osaka next time.



一男さんの日記
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一男さんの日
記（４・１３、４・
１５）

Which statements are true?  Circle two.  

Kazuo has not called Hanako for 10 days since March 30.

Hanako left a phone message on 4/9.

Kazuo volunteered to go on a business trip this weekend.

Kazuo is not very happy that she only left a message on his 
answering machine.

Hanako did not reply to Kazuo’s e-mail message.

Hanako asked Kazuo to go on a business trip to Osaka.

Hanako told Kazuo that she wants to see him in Osaka next time.



一男さんの日
記

どの文が正しいですか？１つえらびなさい。

a. 一男は、黒木さんに、そうだんさせてほしいと
言った。

b.  黒木さんは、一男にそうだんされて、びっくりし
た。

c.  黒木さんの話は、一男をびっくりさせた。

d.  一男は、よう子さんの留守番電話にメッセージ
を残した。



一男さんの日
記

どの文が正しいですか？１つえらびなさい。
◦ 一男は、黒木さんと話した後、
◦ はな子に早く会わせてもらいたかった。
◦ よう子のケータイに電話をかけた。
◦ よう子に会って、話そうと思っていた。
◦ はな子にれんらくしようと思ったが、できなかった。
◦ はな子が心配でメールをおくった。



一男さんの日記：誰ですか？

_______ この人は、一男さんの彼女は幸せだと思っています。

_______ この人は、大学院で三年間勉強しています。

＿＿＿この人は、一男さんといっしょに出張(しゅっちょう)しました。

_______ 一男さんの彼女は、この人が好きになってしまいました。

_______ この人は、一男さんに彼女とわかれたらどうと言いました。

_______ この人は、今年の秋からアメリカに留学(りゅうがく)するよていです。

_______ この人は、お酒(さけ)が飲めません。

_______ 一男さんが北海道(ほっかいどう)に行ったとき、この人は、東京(とうきょう)に来ました。

_______ 一男さんは、前(まえ)にこの人んのもんくを言ったことがあります。

_______ この人は、一男さんのことが好きかもしれません。

_______ この人は、一男さんに新(あたら)しい彼女(かのじょ)を見つけてほしいと伝(つた)えました

(a) はな子 (b)	 よう子 (c) 黒木 (d)	はな子の先輩(せんぱい)



子供の時の思い出

私は、姉が一人います。ですから、両親が忙しくて、あまりいっしょ
にあそんでくれなくても、子供のころはあまりさびしくありませんで
した。小学校の時は、学校から帰って、両親が帰ってくるまで、姉が
本を読んだり、そとでいっしょにあそんだりしてくれました。時々週
末も両親は仕事をしなければいけない時があって、姉と私だけ家にい
させられたことが何度もありましたが、だいじょうぶでした。でも、
姉は、高校生になった時、りょうがある学校にはいったので、家にい
なくなってしまいました。それからは、学校から帰っても、一人で家
にいさせられたので、とてもさびしかったです。



ですから、中学校に入る時、父と母に「いつも家で一人だか
ら、中学校からりょうがある学校に入らせてもらいたい」と
言いました。りょうがあれば、学校が終わっても、いっしょ
にあそんだり、本を読んだりする友達がいて、楽しそうだと
思ったからです。両親も、「それはいい」と言ってくれて、
私をりょうがある中学校に入らせてくれました。りょうは、
部屋が狭(せま)くて、ルームメートにうるさくされて、少し
大変でしたが、家にいるより楽しかったです。学校が終わっ
ても、一人じゃなかったからです。



でも、先生はとてもきびしくて、いやでした。先生の言うこ
とを聞かなかったり、宿題を忘れたりしたら、教室をきれい
にさせられたり、ゴミをひろわされたりしました。授業中に
うるさかったり、友達をこまらせたら、たたかれるときも
あったんです。中学校ではそうじもさせられました。私が一
番いやだったのはトイレのそうじで す。学校のトイレはと
ても汚(きたな)いからです。ですから、中学生の時、何度も
早く休みになればいいのに、と思いました。でも、家にいる
ほうが、つまらなかったと思うので、りょうのある学校に
行って、本当によかったと思います。



1. Choose	the	3	correct	statements	based	on	the	passage:

a. The	writer	had	to	take	care	of	his	younger	sister	when	he	was	a	child.

b. The	writer	‘s	parents	let	him	attend	a	junior	high	school	with	a	dorm.

c. The	writer	thought	it	sounded	fun	to	attend	a	junior	high	school	with	a	dorm	because	

his	parents	attended	such	school.

d. When	the	writer	was	an	elementary	school	student,	there	were	times	when	he	was	

made	to	stay	home	alone.

e. When	the	writer	moved	to	a	dorm,	he	found	that	the	dorm	room	was	small	and	his	

roommates	were	noisy.

f. The	teacher	at	the	writer’s	junior	high	school	was	very	strict	but	the	writer	liked	the	

teacher	because	the	teacher	made	the	writer’s	classmates	who	teased	him	clean	up	the	

toilet..

g. The	writer	wished	he	had	never	attended	a	junior	high	school	with	a	dorm.



Choose the best answer for each of the questions based on the passage. 
What was the most disgusting thing that the writer was made to do in junior high school?

(a) pick up trash (b) do homework (c) toilet clean-up(d) being teased
When were the students in his junior high school made to clean up the classrooms and pick up trashes? 

(a) teasing friends (b) forget homework (c) being noisy during the class
(d) dropping trashes

When were the students in his junior high school hit by the teacher?
(a) not paying attention to the teacher (b) being noisy during the class
(c) dropping trashes (d) forget homework 

Which statement do you think is the correct statement based on the passage?
(a)The writer wishes he did not attend the junior high school with a dorm.
(b)The writer many times wished there were no school breaks when he was attending the junior high school 
a dorm.
(c)The writer thinks it would have been much more boring if he did not attend the junior high school with a 
dorm.
(d) The writer thinks his experience at the junior high school with a dorm was the worst memory of his life 
so far.



☆次の文は、この人が中学生の時、両親に書いた手紙です。(                     )に、言葉を入れて下さい。
お父さん、お母さん元気ですか？仕事は忙しいですか？
今日は、学校で先生に（ ）てしまいました。試験のせ

was scolded 
いせきが悪かったらです。試験はとても難(むずか)しかったんです。先週授業が終わってから毎日
勉強した(                                                )、、、せいせきが悪かったクラスメートといっ

although
しょに 、授業の後、教室に（ ）て、勉強（ ）

were made to come                         was made to do
たり、もう一度試験を（ ）たりしてしまいました。せいせ

was made to take
きがよかった学生は、先生に好きなことをしていいと（ ）ので、ル

was told
ームメートは部屋に帰って、友達とコンピューターゲームをしていました。
来週から、夏休みですね。どこかに（ ）か？

would you take me  (must include the verb 「もらう」)
それでは、お元気で。さようなら。

おこられ

のに

来させられ させられ

うけさせられ

言われた

つれていってもらえません



次の文は、この人の両親が書いた返事です。(      )に言葉を入れて下さい。

(The following letter is the junior high school student’s parents’ reply to his letter.  

Complete the letter by filling in each blank with the appropriate Japanese expression, according to the English cues.)  

手紙をありがとう。試験のせいせき、ざんねんでしたね。でも、あまり

（ ）ようにして下さい。夏休みに、もう少し

not worry too much

（ ）、だいじょうぶですよ。

If you study more

夏休みは、８月に休みを取れましたから、いっしょに旅行をしたいと思っています。今年は、外国に（

take (you)(must include the verb あげる) 

（ ）いい (                                                        )。

If the vacation is longer                       although (implying  a disappointment)

それでは、あまりルームメートや先生の（ ）、

so that you won’t be in their care

それから、病気に（ ）、気をつけて下さい。

so that you won’t become (sick)

心配しない

勉強したら

つれていってあげます

休みが長ければ のに

せわにならないように

ならないように
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