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⃣1　次の（　）内に当てはまる言葉を入れなさい。（be 動詞の理解を確認する問題）

① I　（　am　）a student.  私は学生です。

②（　Are　　） you a student？ あなたは学生です。

③ He （　isn't　　） a student. 彼は学生ではありません。

④ I （　was　）in Tokyo yesterday. 私は昨日東京にいました。

⑤（　Were　　） you in Tokyo yesterday？ あなたは昨日東京にいましたか。

➅ He （　　wasn't　　）in Tokyo yesterday. 彼は昨日東京にいませんでした。

⃣2  次の日本語に合うように並べ変えなさい。。（一般動詞の理解を確認する問題）

①私は公園でテニスをします　　　　　　　　　　I play tennis in the park
（in , tennis , play , the , I , park）.
②あなたはピアノを弾きますか                   Do you play the piano?
（you , the , play, do , piano）？

③私は車が欲しいです                              I want a car
（want , car, I , a）.
④彼は昼食を食べます                            He eats lunch
（lunch , eats , he）.
⑤彼女は夕食を食べますか。                    Does she eat dinner?
（she , dinner, does, eat）？

➅トムは車を持っていません。                    Tom doesn't have a car.
（a, have, car, doesn't , Tom ）.
➆私は昨日テニスをしました。                    I played tennis yesterday
（yesterday, tennis, played, I）.
⑧彼は先月ピアノを弾きましたか。             Did he play the piano last month?
（he , the, last , did, piano, month, play）？

⑨彼女は去年東京にいきませんでした。     She didn't go to Tokyo last year.
（didn't, to ,last, Tokyo, she, go, year）.

⃣3　次の（　　　）内に当てはまる言葉を□の中から選びなさい。（疑問詞の理解を確認する問題）

①（　　エ　　）do you have in your hand？　- I have a pen.
②（　　ウ　　）do you live？　　　　　　　　　 - I live in Tokyo.
③（　　カ　　）did you have dinner？　　　   - I had it at ten.
④（　　オ　　）do you like, baseball or soccer？　- I like baseball.
⑤（　　イ　　）do you have？　　　　　　　　　-I have five.
➅（　　ア  　）does he know？　　　　　　　　-He knows Emi.
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⃣4　次の日本語に合うように並べ変えなさい。（助動詞の理解を確認する問題）

①私は明日公園でテニスをするつもりです。　I will play tennis in the park tomorrow
（play , in , tomorrow, the park., will, I , tennis ）.
②彼は上手にテニスをすることができます。   He can play tennis well
（can , tennis, well, he , play）.
③私は今日英語を勉強しなければならない。 I must study English today
（today , must , English , I , study）

④あなたは今日自分の部屋を掃除する必要はありません。 You don't have to clean your room today
（clean , your room, don't , you , today to, have）.
⑤私は今日テレビを見てもいいですか。       May I watch TV today
（TV, may, today , watch, I）？

⃣5　次の文を並べ変えなさい。（進行形の理解を確認する問題）

①私は今英語を勉強している。　　　　　　　　　　　　　I  am studying English now
（am, English , studying, I, now）.
②彼はその時部屋で英語を勉強していました。       He was studying English in his room then
（in , then ,his room , was, English, he, studying）.
③あなたはその時公園でテニスをしていましたか。   Were you playing tennis in the park then?
（in the park, playing, tennis, you, were, then）？

④私は今部屋を掃除していません。                      I am not cleaning my room now.
（am, cleaning, now, I, not, my room）.
⑤あなたはその時部屋で何をしていましたか。        What were you doing in your room then?
（in your room, you , what, then , doing, were）？

⃣6　次の文を並べ変えなさい。（不定詞・動名詞の理解を確認する問題）

①私はテニスをすることが好きです。                   I like to play tennis.  
（like , play, to, tennis, I）.
②私は歌手になりたかった。                              I wanted to be a singer.
（a singer , wanted, be, I , to ）.
③彼は英語を勉強するために図書館に行った。   He went to the library to study English.
（English , to , the library, went , He, to , study）.
④私はその話を聞いてとてもうれしかった。          I was very glad to hear the news.
（was, the news, very , I, glad, hear, to）

⑤京都には訪れるべき場所がたくさんある。         Kyoto has many places to visit.
（visit, many, has, Kyoto, places, to）

⃣7 　次の文を並べ変えなさい。（比較級・最上級の理解を確認する問題）

①彼はトムよりも背が高いです。                      He is taller than Tom.
（Tom, is, than, he, taller）.
②彼女は家族の中で一番背が高いです。        She is the tallest in her family.
（in, the , her , is, she, tallest, family）.
③この花はあの花よりも美しいです。                This flower is more beautiful than that one.
（is, than, this, one, that, more, flower, beautiful）.
④トムはエミと同じくらい若いです。                  Tom is as young as Emi.
（young, is, as, Emi, Tom, as）
⑤野球とサッカー、どちらが人気がありますか。  Which is more popular, baseball or soccer?
（is, more , baseball, soccer, more, which, popular, or ,   <,> ）


