Lesson 2

Tokyo’s Seven-minute Miracle

Part 2 チェックテスト A
【１】英語は日本語に，日本語は英語に直しなさい。（各 1 点）
1．miracle

2．きびきびとした

3．observe

4．訪問者

5．reputation

6．(テレビ・ラジオの)チャンネル

7．punctual

8．鉄道

9．theater

10．～を行う，上演する

【２】日本語に合うように，空所に適する語を書きなさい。
（各 2 点）
1．生徒たちは５人のチームでその行事に参加しました。
The students joined the event (

)a(

) of five.

2．私たちは彼のすばらしい絵を見て驚きました。
We were (

)(

) look at his wonderful picture.

3．彼の研究は世界に貢献しています。
His study (

)(

) the world.

4．英語で話すことは難しいと考える人もいます。
Some people think (

) difficult (

) speak in English.

5．ニューヨークはアメリカ合衆国の都市です。人々はそれをビッグアップルと呼びます。
New York is a city in the USA. People (
【３】本文の内容に合う文には○を，合わない文には×を(

)(

) the Big Apple.
)に書きなさい。
（各 2 点）

1．The Tessei is the name of the cleaning staff members for the Shinkansen trains.
(

)

2．The members called the Tessei clean about 20 Shinkansen trains a week.

(

)

3．Many visitors call the Tessei “Tokyo’s seven-minute miracle.”

(

)

4．Two features of the Tessei’s performance are its speed and skill.

(

)

5．Seeing the Tessei’s performance is exciting.

(

)

年

組

番

氏名
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Lesson 2

Tokyo’s Seven-minute Miracle

Part 2 チェックテスト B
次の文章を読んで，あとの設問に答えなさい。
The cleaning staff members are called the Tessei. ①They clean about 20 Shinkansen
trains a day in a team of 22. Everyone is surprised (

② ) see their speedy performance.

Many visitors come to observe their performance from abroad.

A world-famous TV

channel once called it “Tokyo’s seven-minute miracle.”
One feature of the Tessei’s performance is its speed. Japanese railways have a good
reputation around the world because they are punctual.

The Tessei’s speedy work

contributes to this reputation.
Another feature is the skill of the Tessei. ③( think / clean / some people / it / to / boring ),
but it is exciting to see the Tessei’s amazing performance. People call it the “Shinkansen
Theater,” ( ④ ) it is performed in the cars and on the platforms.
1．下線部①を They が指すものを明らかにして，日本語にしなさい。（5 点）
2．②の(

)に入る前置詞を答えなさい。
（5 点）

(

)

3．③の(

)内の語(句)を英文の流れに合うように並べかえなさい。
（5 点）

4．④の(

)に入る適切な語を１つ選び，記号で答えなさい。
（5 点）

ア

if

イ as

ウ when

エ

that

(

5．テッセイのパフォーマンスの特徴を２つ，日本語で書きなさい。(完答 5 点)
) ・(

・(

)

6．次の質問の答えになるように，空所に適する語を書きなさい。
（5 点）
Why do Japanese railways have a good reputation around the world?
― (

年

) they are (

組

番

氏名

).
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Lesson 2－Part 2 チェックテスト 解答
チェックテストＡ
【１】 1. 奇跡 2. speedy 3. ～を観察する 4. visitor 5. 評判

6. channel

7. 時間に正確な 8. railway 9. 劇場 10. perform
【２】 1. in, team 2. surprised to

3. contributes to

【３】 1. 〇 2. ×

5. ○

3. ×

4. 〇

4. it, to 5. call it

チェックテストＢ
1.（例）テッセイは 22 人のチームで１日におよそ 20 本の新幹線を清掃します。 2. to
3. Some people think it boring to clean 4. イ
6. Because, punctual

5. スピード，技術(順不同)

