Challenge

３年英語

チ ャ レ ン ジ 問 題 10 月
名

あなたのところに，近所に住んでいる友人の

前

キム・メイソンさんからの招待カード

キム・メイソン（Kim Mason）さんから，右の
ようなお茶会 (tea party) への招待カードが届
きました。
しかし，その日は理由があって行けません。
「あなたからの返事の手紙」の，
(3)

(1)

～

に入る適切な英語を書きなさい。

なお，行けない理由は自分で考えてよい。

あなたからの返事の手紙

October 28
Dear Kim,
Thank you for asking me to come to your party.
It sounds great, but

.

(1)

On that day,

.

(2)
(3)

next time.

Thank you.
Your friend,
(あなたの名前)

〔解答欄〕

It sounds great, but
(1)
.

On that day,
(2)

.

(3)

next time.

Challenge

３年英語

解説シート

チ ャ レ ン ジ 問 題 10 月

あなたのところに，近所に住んでいる友人の

キム・メイソンさんからの招待カード

キム・メイソン（Kim Mason）さんから，右の
ようなお茶会 (tea party) への招待カードが届
きました。
しかし，その日は理由があって行けません。
「あなたからの返事の手紙」の，
(3)

(1)

～

に入る適切な英語を書きなさい。

なお，行けない理由は自分で考えてよい。

あなたからの返事の手紙

October 28
Dear Kim,
Thank you for asking me to come to your party.
It sounds great, but

.

(1)

On that day,

.

(2)
(3)

next time.

Thank you.
Your friend,
(あなたの名前)
(１)まず，パーティーに行けないことを伝えましょう
(２)その日に，いけない理由を書きましょう
(３)文末で next time(次の機会)とあるので，今後の希望を書きましょう

〔正答例 1〕

It sounds great, but I can’ t go there
(1)
.

On that day, I have many things to do
(2)

.
I’d like to go

(3)

next time.

〔正答例 2〕

It sounds great, but I can’t go to your party
(1)
.

On that day, we have my sister’s birthday party
(2)

.
I hope you will invite me

(3)

next time.

〔正答例 3〕

It sounds great, but I’m busy on November 16
(1)
.

On that day, our basketball team will have an important game.
(2)

I’ll play in the game as one of the members

.

I hope I can join your tea party
(3)

next time.

※(1)～(3)の全てについて適切な内容をおおむね正確な英語で書いており，かつ，全体に適切であるも
のを正答とする。また，手紙の表現として不十分な箇所がある場合も，全体の内容に矛盾や重複の不
適切なところがなければ準正答とする。（次ページ解答類型参照）

中３チャレンジ１０月
（参考）過去の調査における類型別反応率
類型

解答類型

調査の名称

反応率

番号

（◎正答 ○準正答）

（対象学年）

(%)

◎1

(1)～(3)の全てについて適切な内容をおおむね正確な英語で書い

16.8

ており，かつ，全体に適切であるもの
(1)～(3)のいずれも不適切ではない内容をおおむね正確な英語で

○2

書いているが，招待カードへの返事の手紙の表現として不十分あ

16.0

るいは不適切なところが１箇所以上みられ，全体においては内容
の矛盾や重複等の不適切なところはみられないもの
(1)～(3)の全てについて適切な内容をおおむね正確な英語で書い

3

4

ているが，全体においては内容の矛盾や重複等の不適切なところ

特定の課題に

がみられるもの

関する調査

(1)～(3)のいずれも不適切ではない内容をおおむね正確な英語で

英語：

書いているが，招待カードへの返事の手紙の表現として不十分あ

「書くこと」

るいは不適切なところが１箇所以上みられ，全体においても内容

（中学３年）

0.4

1.1

の矛盾や重複等の不適切なところがみられるもの
5
6
7

(1)～(3)のうち２つについて，不適切ではない内容をおおむね正
確な英語で書いているもの
(1)～(3)のうち１つについて，不適切ではない内容をおおむね正
確な英語で書いているもの
上記以外の解答

8
無回答
（参考）誤答例と判断の視点
類型
誤答例
番号
(1) I can't join it
3

(2) I have piano concert
(3) I want to go there
(1) I busy this day

4

(2) I'm busy
(3) I'm free
(1) I should go to hospital

5

(2) don't go to Kim's house
(3) Let's will do party

6

19.2
12.4
8.7
25.4

判断の視点
(1)に｢それに参加することができない｣，(2)に「ピアノの発表会
がある」，(3)に「そこに行きたい」と記述している。前後の英
語に対して適切な内容を正確な英語で書いているが，全体を通す
と(3)の there の意味する場所が不明瞭である。
(1)に「この日は忙しい（行けない理由）」，(2)に「忙しい」，
(3)に「自由です」と記述している。前後の英語に対して適切な
内容を記述しているが，(1)に be 動詞の欠落など，文法・語法
等の誤りがあり，かつ全体を通して(1)と(2)が重複している。
(1)で自分の予定，(2)でパーティーには行けないということを記
述しているが，(3)に主語がないなど，文構造等の誤りがある。

(1) I'll study English

(1)で自分の予定を記述しているが，(2) ，(3)は前後の英語に対

(2) I like Tea Party

して不適切な内容であり，

(3) It's

全体として意味が不明確である。

