
Lesson 2 Tokyo’s Seven-minute Miracle 

Part 1 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．deeply            2．道具，用具            

 3．passenger           4．おじぎをする            

 5．garbage           6．～を拭く             

 7．baggage           8．床              

 9．overhead           10．～を固定する           

 

【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．ここに一列に並んでください。 

Please (       ) in (       ) here. 

 2．私は帰宅するとすぐに，宿題をし始めました。 

(       ) (       ) as I came home, I started doing my homework. 

 3．彼女は昨日，ケーキを１つ食べました。 

She ate a (       ) (       ) cake yesterday. 

 4．必要なら，私のペンを使ってもいいです。 

You can use my pen (       ) (       ). 

 5．公園でサッカーをしているあの少年は私の弟です。 

That (       ) (       ) soccer in the park is my brother. 

 

【３】本文の内容に合うように，空所に適する日本語を書きなさい。（各 2点） 

 1．新幹線が東京駅に到着する前，             スタッフが清掃用具を持って

プラットホームに一列に並びます。 

 2．最後の乗客が新幹線から          とすぐに，スタッフが清掃を始めます。 

 3．清掃スタッフはたった           に清掃を終わらせなければなりません。 

 4．清掃スタッフはごみが座席に                確認します。 

 5．清掃スタッフは仕事を終えると，もう一度プラットホームに一列に並び，        

      をします。 
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Lesson 2 Tokyo’s Seven-minute Miracle 

Part 1 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。 

 Before the Shinkansen train arrives at Tokyo Station, staff members ①( wear ) uniforms 

appear.  They stand in line on a platform ( ② ) cleaning tools.  They bow deeply to the 

passengers.  ③As soon as the last passenger gets off the train, they go into each car and 

begin cleaning. 

 They have to finish the following things within only seven minutes: 

 1．collect big pieces of garbage 

 2．collect garbage from the pockets of the back of the seats 

 3．turn the seats around 

 4．wipe the tables, and windows when necessary 

 5．check whether any garbage is left on the seats 

 6．open the curtains of the windows 

 7．sweep the floors 

 8．check whether any baggage is left on the overhead racks 

 9．check that each seat is safely locked 

After they finish their work, they stand in line on the platform and bow deeply again. 

 

 1．①の(  )内の語を適切な形にしなさい。（5点） 

(       ) 

 2．②の(  )に入る適切な語を１つ選び，記号で答えなさい。（5点） 

ア of  イ to  ウ by  エ with         (   ) 

 3．下線部③を theyが指すものを明らかにして，日本語にしなさい。（5点） 

                                         

 4．スタッフが清掃にかかる時間を表す語句を，４語で抜き出して書きなさい。（5点） 

(       ) (       ) (       ) (       ) 

 5．スタッフは清掃の前後に何をしますか。日本語で答えなさい。（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） 

How many things do the staff members have to do when they clean? 

― They have to do (       ) things. 
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Lesson 2－Part 1 チェックテスト 解答 

 

チェックテストＡ 

【１】 1. 深く 2. tool 3. 乗客 4. bow 5. ごみ 6. wipe 7. 荷物 8. floor 9. 頭上の 

10. lock 

【２】 1. stand, line 2. As soon 3. piece of 4. when[if] necessary 5. boy playing 

【３】 1. 制服を着た 2. 降りる 3. ７分以内 4. 残っていないか 5. (深々と)おじぎ 

 

チェックテストＢ 

1. wearing 2. エ 

3.（例）最後の乗客が電車から降りるとすぐに，スタッフは各車両に乗り込み清掃を始めます。 

4. within only seven minutes 5.（例）プラットホームに一列に並んで深々とおじぎをする。 

6. nine[9] 


