
①

②

③

④

組 氏名

答え

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

意味・使い方

実際と同じ状況を作り出して、
予測などを行うこと。

仮想現実のこと。コンピュータ
によって作られた現実そっくり
の装置のこと。

○○○レーション

○ー○○○・リアリティ

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№521

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉１

年

カタカナ言葉

短文作り 　選んだカタカナ言葉：

○ンテンツ

○○○フリー

書籍や情報の中身のこと。テレ
ビなどでは番組を指すことがあ
る。

障がいがある人や高齢者に
とって不便な障壁をなくし、安心
して暮らせるような環境のこと。



①

②

③

④

年 氏名

解答・解説シート

答え

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

【中学校国語ワークブック】

意味・使い方 カタカナ言葉

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉１

組

コンテンツ

バリアフリー

○ンテンツ

○○○フリー
障がいがある人や高齢者にとっ
て不便な障壁をなくし、安心して
暮らせるような環境のこと。

書籍や情報の中身のこと。テレ
ビなどでは番組を指すことがあ
る。

シミュレーション

バーチャル・リアリティ

実際と同じ状況を作り出して、
予測などを行うこと。

仮想現実のこと。コンピュータに
よって作られた現実そっくりの
装置のこと。

○○○レーション

○ー○○○・リアリティ

学習するみなさんへ：

日常見かけることがよくあるカタカナ言葉の意味を理解しましょう。また、
それらを活用して短文を作りましょう。



①

②

③

④

⑤

カタカナ言葉

組 氏名

○○ク

答え

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

意味・使い方

危険。危険度。また、結果を予
測できる度合い。予想通りにい
かない可能性。また、 保険で、
損害を受ける可能性。

情報、意味、意思、思いを伝達
すること。また、それらを共有す
ること。

世界的な規模であるさま。ま
た、全体を覆うさま。包括的（ほ
うかつてき）。「―な視点」 など
と使用する。

○○○○○ー○○ン

○○ー○ル

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№522

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉２

年

短文作り 　選んだカタカナ言葉：

○ン○○ー

フ○○○

その人の本来もっている力・能
力を意味する。「個人の頭脳、
能力、特質、才能」などの力の
発揮を促す意味に使われてい
る。

気どったところがないさま。ざっ
くばらん。率直。「―な性格」「―
に話す」 などの用法がある。



①

②

③

④

⑤

リスク

年

解答・解説シート

答え

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

【中学校国語ワークブック】

意味・使い方 カタカナ言葉

組 氏名

マンパワー

フランク

○ン○○ー

フ○○○

その人の本来もっている力・能
力を意味する。「個人の頭脳、
能力、特質、才能」などの力の
発揮を促す意味に使われてい
る。

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉２

気どったところがないさま。ざっ
くばらん。率直。「―な性格」「―
に話す」 などの用法がある。

危険。危険度。また、結果を予
測できる度合い。予想通りにい
かない可能性。また、 保険で、
損害を受ける可能性。

コミュニケーション

グローバル

情報、意味、意思、思いを伝達
すること。また、それらを共有す
ること。

世界的な規模であるさま。ま
た、全体を覆うさま。包括的（ほ
うかつてき）。「―な視点」 など
と使用する。

○○○○○ー○○ン

○○ー○ル

○○ク

学習するみなさんへ：

日常見かけることがよくあるカタカナ言葉の意味を理解しましょう。また、
それらを活用して短文を作りましょう。



①

②

③

④

⑤

カタカナ言葉

組 氏名

○ラ○○ー○○ン

答え

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

意味・使い方

「協力」「協同」「共同研究」の意
味。幅広い範囲で用いられてお
り、全世界的な大規模プロジェ
クトから、企業のある部署内で
の簡単な連携作業まで、広くこ
う呼ばれている。

液晶などを用いて、文字や図形
などを視覚的に表示する装置。
また表示すること、展示、陳列
の意味。

ファイルの内容やプログラムの
機能などを絵文字にして画面
上に表示したもの。

デ○○○○○

○○コ○

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№523

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉３

年

短文作り 　選んだカタカナ言葉：

ア○○○

○○○○ィー

交通手段の連絡のこと。また、
コンピューターでデータの読み
出しや書き込みをすること。

品質、質、または、質のよいこと
の意味。上質なこと、高級なこ
と。「ハイ―」 などと使用する。



①

②

③

④

⑤

コラボレーション

年

解答・解説シート

答え

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

【中学校国語ワークブック】

意味・使い方 カタカナ言葉

組 氏名

アクセス

クオリティー

ア○○○

○○○○ィー

交通手段の連絡のこと。また、
コンピューターでデータの読み
出しや書き込みをすること。

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉３

品質、質、または、質のよいこと
の意味。上質なこと、高級なこ
と。「ハイ―」 などと使用する。

「協力」「協同」「共同研究」の意
味。幅広い範囲で用いられてお
り、全世界的な大規模プロジェ
クトから、企業のある部署内で
の簡単な連携作業まで、広くこ
う呼ばれている。

ディスプレイ

アイコン

液晶などを用いて、文字や図形
などを視覚的に表示する装置。
また表示すること、展示、陳列
の意味。

ファイルの内容やプログラムの
機能などを絵文字にして画面
上に表示したもの。

デ○○○○○

○○コ○

○ラ○○ー○○ン

学習するみなさんへ：

日常見かけることがよくあるカタカナ言葉の意味を理解しましょう。ま
た、それらを活用して短文を作りましょう。



①

②

③

④

⑤

短文作り 　選んだカタカナ言葉：

だらしない。
「○ーズな服装はふさわしくあり
ませんね。」

○ーズ

活動的な、積極的な アク○○○

動機を与えること。動機付け。
「○○○ー○ョ○を高めて試合
に臨む。」

○○○ー○ョ○

1.手順
2.過程。経過。「プ○○○を重
んじる」

プ○○○

意味・使い方 カタカナ言葉 答え

世界的な規模であるさま。ま
た、全体を覆うさま。包括的（ほ
うかつてき）。「―な視点」 など
と使用する。

○○ー○ル

年 組 氏名

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№524

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉４



①

②

③

④

⑤ 活動的な、積極的な アク○○○ アクティブ

1.手順
2.過程。経過。「プ○○○を重
んじる」

プ○○○ プロセス

だらしない。
「○ーズな服装はふさわしくあり
ませんね。」

○ーズ ルーズ

世界的な規模であるさま。ま
た、全体を覆うさま。包括的（ほ
うかつてき）。「―な視点」 など
と使用する。

○○ー○ル グローバル

動機を与えること。動機付け。
「○○○ー○ョ○を高めて試合
に臨む。」

○○○ー○ョ○ モチベーション

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

意味・使い方 カタカナ言葉 答え

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉４

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

日常見かけることがよくあるカタカナ言葉の意味を理解しましょう。ま
た、それらを活用して短文を作りましょう。



①

②

③

④

⑤

短文作り 　選んだカタカナ言葉：

決勝戦。最後の。
「いよいよ○ァ○ナ○ステージ
です」

○ァ○ナ○

弁論大会 ○ピー○○○○○ト

一つの問題について、「賛成
か、反対か」等に分かれて、対
立した立場で話し合う方法。最
終言論後に判定を行う場合が
多い。

○ィ○ート

②の方法で進めた後、判定を
せずに、聴衆も含めて参加者
全体で問題について考えを深
め、結論を探る方法。

ディ○○ッ○ョ○

意味・使い方 カタカナ言葉 答え

野生の。
野蛮な。乱暴な。

○イ○○

年 組 氏名

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

【中学校国語ワークブック】
学習日：　　　　月　　　日（　　　　）

中学校国語　№525

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉５



①

②

③

④

⑤ 弁論大会 ○ピー○○○○○ト スピーチコンテスト

②の方法で進めた後、判定を
せずに、聴衆も含めて参加者
全体で問題について考えを深
め、結論を探る方法。

ディ○○ッ○ョ○ ディスカッション

決勝戦。最後の。
「いよいよ○ァ○ナ○ステージ
です」

○ァ○ナ○ ファイナル

野生の。
野蛮な。乱暴な。

○イ○○ ワイルド

一つの問題について、「賛成
か、反対か」等に分かれて、対
立した立場で話し合う方法。最
終言論後に判定を行う場合が
多い。

○ィ○ート ディベート

次の①～⑤の意味・使い方をもとにあてはまるカタカナ言葉を考えましょう。○にはカタカナ一
文字が入ります。また、①～⑤のいずれかの言葉を選んで短文を作りましょう。

意味・使い方 カタカナ言葉 答え

【中学校国語ワークブック】 解答・解説シート

［カタカナ言葉シリーズ］　カタカナ言葉５

年 組 氏名

学習するみなさんへ：

日常見かけることがよくあるカタカナ言葉の意味を理解しましょう。ま
た、それらを活用して短文を作りましょう。
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