
（１）I（ studies , study , studied ）English yesterday.

（２）He（ don,t , didn,t , doesn,t ）go to Kyoto last night.

（３）Tom（ buy , buys , bought ）a bike three days ago.

（４）Did she（ play , plays , played ）tennis last week ?

（１）彼女は昨夜，本を読みました。　She  a book  night.

（２）健は先週，名古屋へ行きました。　Ken  to Nagoya  week.

（３）私は２日前，アンを手伝いませんでした。　I    Ann two days   .

（４）トムはきのう，TVを見ましたか。　  Tom  TV  ?

（１）We live in Japan.（「去年」を加えて）   

（２）Ann washed the dishes.（否定文に）   

（３）Tom visited Ken yesterday.（疑問文に）   

（４）They went to school last week.（疑問文に）   

（１）アンはきのう，夕食を作りました。（ make / dinner / Ann / yesterday ）

 

（２）彼はメグに手紙を書きませんでした。（ he / letter / a / write / didn,t / to / Meg ）

 

（３）あなたは先週，大阪へ行きましたか。（ did / week / to / last / go / you / Osaka ）

 

（４）トムはどこで勉強しましたか。（ study / where / did / Tom ）

 

（５）① 彼女は何時に学校へ来ましたか。（ time / she / to / what / come / did / school ）

 

② 彼女は８時に学校へ来ました。（ come / at / school / she / eight / to ）

 

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各４点×４〉

次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。〈各５点×４〉

（　　）内の語句を並べかえ，日本文にあう英文を  に書きなさい。ただし，動詞は必要に応じて変化

させること。〈各８点×６〉

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈各４点×４〉

（１）I（ studies , study , studied ）English yesterday.

（４）Did she（ play , plays , played ）tennis last week ?

（３）Tom（ buy , buys , bought ）a bike three days ago.

t , didn,

read

went

didn,t

Did

last

last

help ago

watch yesterday

We lived in Japan last year.

Ann didn,t wash the dishes.

Did Tom visit Ken yesterday ?

Did they go to school last week ?

Ann made dinner yesterday.

He didn,t write a letter to Meg.

Did you go to Osaka last week ?

Where did Tom study ?

What time did she come to school ?

She came to school at eight.



（１）I  free today. （２）We  free today.

（３）He  free today. （４）They  busy last night.

（５）It  fine yesterday. （６）I  busy then.

（７）You  busy then. （８）She  busy now.

（９）The boys  busy today. （10）Ann and I  free then.

（11）Ken and Ann  busy then. （12）You and Tom  free yesterday.

（１）You and Ann（ was , were , are ）at home then.

（２）They（ were , did , was ）not free yesterday.

（３）（ Are , Did , Were ）you tired then ?

（４）It（ is , was , were ）windy today.

（１）メグはテニス選手ではありませんでした。 Meg    a tennis player.

（２）あなたと健はそのとき，家にいました。 You and Ken  at home  .

（３）私はそのとき，忙しくなかったです。 I  busy  .

（４）彼らはきのう，京都にいました。 They  in Kyoto  .

（３）彼らは野球選手ではありませんでした。（ baseball / they / weren,t / players ）

 

（２）彼はきのう，東京にいませんでした。（ was / Tokyo / he / not / yesterday / in ）

 

（４）あなたはそのとき，サッカーファンでした。（ a / then / were / soccer / you / fan ）

 

（１）アンはメグと一緒ではありませんでした。（ wasn,t / with / Ann / Meg ）

 

（５）トムは昨夜，ひまでしたか。（ Tom / night / free / last / was ）

 

次の英文の  に am，are，is ，was，were のいずれかを入れ，英文を完成させなさい。〈各２点×１２〉

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈各４点×４〉

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各５点×４〉

（　　）内の語句を並べかえ，日本文にあう英文を  に書きなさい。〈各８点×５〉

am

is

was

were

are

were

are

were

was

is

were

were

（１）You and Ann（ was , were , are ）at home then.

（２）They（ were , did , was ）not free yesterday.

（３）（ Are , Did , Were ）you tired then ?

（４）It（ is , was , were ）windy today.

wasn,t then

were yesterday

was not

were then

You were a soccer fan then.

He was not in Tokyo yesterday.

They weren,t baseball players.

Ann wasn,t with Meg.

Was Tom free last night ?



（１）① 彼女はきのう，本を読みました。 She  a book  .

② 彼女はそのとき，本を読んでいました。 She    a book  .

（２）① あなたは先週，何をしましたか。 What  you  last week ?

② あなたはそのとき，何をしていましたか。 What  you  then ?

（１）① She was playing the piano.   

② （ no）　  

（２）① They were living in Japan.  

② （ yes）　  

（１）Was your sister（ study）math in her room ?

 

（２）Were you（ look）for your key ?

 

（３）I was（make）dinner then.

 

（４）We were not（ swim）in the lake.

 

（１）My sister wasn,t helping her mother.

 

（２）Who were practicing tennis then ?

 

（３）We were watching TV then.

 

（４）Was she enjoying the party ?

 

（５）You were doing your homework.

 

次の英文について，①は疑問文にし，②は（　　）内の語を使って答えの文を書きなさい。〈各５点×４〉

（　　）内の動詞を進行形にかえ，英文を完成させなさい。

次の英文を日本文にしなさい。〈各８点×５〉

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各５点×４〉

〈各５点×４〉

read

was

did

were doing

do

reading

yesterday

then

Was she playing the piano ?

No, she wasn,t.

Were they living in Japan ?

Yes, they were.

I was making dinner then.

We were not swimming in the lake.

Was your sister studying math in her room ?

Were you looking for your key ?

私たちはそのとき，テレビを見ていました。

あなたは宿題をしていました。

私の姉（妹）はそのとき，母を手伝ってはいませんでした。

彼女はパーティーを楽しんでいましたか。

だれがそのとき，テニスを練習していましたか。



（１）箱の中にボールが１個あります。    a ball in the box.

（２）そこには古い本が数冊ありました。    some old books there.

（１）① There are some chairs in the room.  

② （ yes）　  

（２）① There was a hotel near the lake.  

② （ no）　  

（１）There are many animals in Canada.

 

（２）There isn,t a bird on the tree.

 

（３）There weren,t any parks in this town.

 

（４）There was an old temple near the school.

 

（５）How many desks were there in the classroom ?

 

（６）Is there a convenience store near here ?

 

（１）

箱の中に卵が１つもない。

 

木の下に少女が３人いる。

 

（２）

次の英文を日本文にしなさい。〈各８点×６〉

次の英文について，①は疑問文にし，②は（　　）内の語を使って答えの文を書きなさい。〈各６点×４〉

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各４点×２〉

次の絵の説明文にあう英文を書きなさい。〈各１０点×２〉

しんせん☆卵

There

There

were

is

Are there any chairs in the room ?

Was there a hotel near the lake ?

Yes, there are.

No, there wasn,t.

木の上に鳥はいません。

カナダにはたくさんの動物がいます。

学校の近くには古いお寺がありました。

この町には公園が１つもありませんでした。

この近くにコンビニはありますか。

教室には机がいくつありましたか。

There aren,t any eggs in the box.

There are three girls under the tree.



（１）You live in America.（ next month）

 

（２）We buy a new car.（ next Sunday）

 

（１）My sister is going to leave Japan next year.（否定文に）

 

（２）You are going to swim in the sea tomorrow.（疑問文に）

 

（３）We will go to New York next week.（否定文に）

 

（４）It will be rainy next Wednesday.（疑問文に）

 

（１）I play the guitar.

①「明日」を加えて，be going toの文に。

②「来週」を加えて，willの文に。

（２）Ken meets his uncle.

①「次の日曜日」を加えて，be going toの文に。

②「来月」を加えて，willの文に。

（１）They are going to climb Mt. Fuji this summer.

 

（２）Will Tom be thirteen years old next year ?

 

次の英文に（　　）内の語句を加え，（１）は be going to を使った文に，（２）は will を使った文に書きか

えなさい。

次の英文を（　　）内の指示に従って書きかえなさい。〈各７点×４〉

次の指示に従って英文を書きかえなさい。

〈各６点×２〉

〈各１０点×４〉

次の英文を日本文にしなさい。〈各１０点×２〉

You are going to live in America next month.

We will buy a new car next Sunday.

My sister isn,t going to leave Japan next year.

Are you going to swim in the sea tomorrow ?

We will not（won,t） go to New York next week.

Will it be rainy next Wednesday ?

I am going to play the guitar tomorrow.

I will play the guitar next week.

Ken is going to meet his uncle next Sunday.

Ken will meet his uncle next month.

彼らはこの夏，富士山に登る予定です。

トムは来年，１３歳になるでしょうか。



（１）May I use your dictionary ?

 

（２）You will have to wash your father,s car tomorrow.

 

（１）窓を開けてくれませんか。  （ Can , Do , Are ）you open the window ?

（２）私に数学を教えて下さいませんか。  （ Will , Could , May ）you teach me math ?

（３）トムはここに来なければなりません。  Tom（ has to , may , can ）come here.

（４）あなたは自転車に乗ってはいけません。  You（ should , will , must ）not ride a bike.

（５）今夜は雪が降るかもしれません。  It（ can , may , will ）snow tonight.

（６）ギターをひきましょうか。  （ Shall , Would , May ）we play the guitar ?

（７）あなたは英語を勉強すべきです。  You（ will , can , should ）study English.

（８）ケーキはいかがですか。  （ Must , Could , Would ）you like some cakes ?

〔　　　〕

〔　　　〕

〔　　　〕

〔　　　〕

（１）午後は晴れるかもしれません。 It    f ine this afternoon.

（２）ジュースをいかがですか。      some juice ?

（３）あなたは大阪へ行かねばなりません。 You    go to Osaka.

（４）私はアンを訪ねるべきでしょうか。    visit Ann ?

（５）夕食後，テレビを見ましょうか。    watch TV after dinner ?

（６）あなたはこの川で泳いではいけません。 You    swim in this river.

（１）Does Ken have to practice basketball after school ?

ア　Yes, he does.　　　イ　No, he can,t.　　　ウ　Yes, he is.

（２）May I read a magazine ?

ア　Yes, I do.　　　イ　Sure.　　　ウ　No, I can,t.　

（３）Can I watch TV ?

ア　Thank you.　　　イ　Yes, let,s.　　　ウ　Of course.

（４）Could you carry my bag ?

ア　Thank you.　　　イ　No, I don,t.　　　ウ　Sorry, I can,t.

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。

次の質問に適する答えをア～ウから選び，〔　　〕に記号で答えなさい。

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。

〈各５点×４〉

次の英文を日本文にしなさい。

〈各３点×８〉

〈各１０点×２〉

〈完答，各６点×６〉

 （ Can , Do , Are ）you open the window ?

 （ Must , Could , Would ）you like some cakes ?

 You（ will , can , should ）study English.

 （ Shall , Would , May ）we play the guitar ?

 It（ can , may , will ）snow tonight.

 You（ should , will , must ）not ride a bike.

 Tom（ has to , may , can ）come here.

 （ Will , Could , May ）you teach me math ?

ア

ウ

ウ

イ

may

Would

have

Should

Shall

must

be

you like

to

I

we

not

あなたは明日，あなたのお父さんの車を洗わねばならないでしょう。

あなたの辞書を使ってもいいですか。



（１）You（ sit , go , help ）to school.

（２）Ann（ looked , watched , saw ）happy two days ago.

（３）Ken（ makes , likes , studies ）baseball very much.

（４）We（ show , teach , buy ）the f lowers for her.

（５）I（ call , feel , give ）him Tom.

（１）That girl is Meg.  That girl,s  is Meg.

（２）My favorite sport is ski.  I  ski.

（３）They show me a nice car.  They show a nice car  me.

（４）She makes us a cake.  She makes a cake  us.

（５）He plays tennis very well.  He  a very good tennis player.

（１）彼は５年前，医者になりました。（ became / years / doctor / he / a / f ive / ago ）

 

（２）トムの言葉は彼らを幸せにしました。（ them / Tom,s / happy / words / made ）

 

（３）私たちはあなたにペンをあげるつもりです。（ you / give / will / pen / we / a / to ）

 

（４）私の兄はそのねこをトラと名づけました。（ cat / my / Tora / named / brother / the ）

 

（５）あなたはたいてい早く起きます。（ usually / up / early / get / you ）

 

（１）He told me a sad story.

 

（２）Will they give a doll to me ?

 

（　　）内の語句を並べかえ，日本文にあう英文にしなさい。

次の英文を日本文にしなさい。

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈各３点×５〉

次の英文とほぼ同じ意味になるように，  に適当な語を書きなさい。〈各５点×５〉

〈各８点×５〉

〈各１０点×２〉

（２）Ann（ looked , watched , saw ）happy two days ago.

（５）I（ call , feel , give ）him Tom.

（１）You（ sit , go , help ）to school.

（３）Ken（ makes , likes , studies ）baseball very much.

（４）We（ show , teach , buy ）the f lowers for her.

name

like

to

for

is

He became a doctor f ive years ago.

Tom,s words made them happy.

We will give a pen to you.

My brother named the cat Tora.

You usually get up early.

彼は私に悲しい話をしました。

彼らは私に人形をくれるつもりでしょうか。



（１）I want to play tennis.

ア　Ken goes to America to study English.

イ　They have nothing to do today.

ウ　She likes to take a picture.

（２）Tom was glad to meet his friend.

ア　Meg hopes to be a teacher in the future.

イ　We visit Kyoto to see old temples.

ウ　I want something to eat.

（１）（ To watch , Watch ）TV is fun.

（２）My father has a lot of works（ to do , do ）.

（３）We are happy（ talking , to talk ）with you.

（４）I want you （ washing , to wash ）the dishes.

（１）彼らは歌を歌うことが好きです。 They    sing a song.

（２）アンはその本を読んで悲しみました。 Ann      read the book.

（３）私に何か飲みものをください。 Please give me something    .

（４）走ることは私にとって楽しみです。 It is fun  me  run.

（１）I would like to have some juice.

 

（２）Do you know how to drive a car ?

 

（３）Japan has many places to visit.

 

（４）He tried to speak English.

 

（５）Please show me how to get to the station.

 

下線部の不定詞について，それと同じ用法の不定詞を含む文をア～ウから選びなさい。

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各６点×４〉

〈各３点×２〉

〔　　　〕

〔　　　〕

〈各５点×４〉

次の英文を日本文にしなさい。〈各１０点×５〉

ウ

イ

（１）（ To watch , Watch ）TV is fun.

（４）I want you （ washing , to wash ）the dishes.

（３）We are happy（ talking , to talk ）with you.

（２）My father has a lot of works（ to do , do ）.

like to

was sad to

to drink

for to

私はジュースを飲みたいのですが。

あなたは車の運転の仕方を知っていますか。

駅への行き方を教えてください。

彼は英語を話そうと努力しました。

日本には訪れるべき場所がたくさんあります。



（１）eat （　　　　　　 　） 

（３）teach （　　　　　　 　） 

（５）sing （　　　　　　 　） 

（７）write （　　　　　　 　） 

（９）help （　　　　　　 　） 

（11）live （　　　　　　 　） 

（13）ride （　　　　　　 　） 

（15）sit （　　　　　　 　） 

（17）call （　　　　　　 　） 

（19）wash （　　　　　　 　） 

（２）use （　　　　　　 　） 

（４）swim （　　　　　　 　） 

（６）listen （　　　　　　 　） 

（８）study （　　　　　　 　） 

（10）run （　　　　　　 　） 

（12）read （　　　　　　 　） 

（14）talk （　　　　　　 　） 

（16）clean （　　　　　　 　） 

（18）go （　　　　　　 　） 

（20）make （　　　　　　 　） 

（１）I want（ singing , to sing ）a song.

（２）We enjoy（ to see , seeing ）the movie.

（３）They f inished（ to wash , washing ）their mother,s car.

（４）She hopes（ to be , being ）a tennis player in the future.

（５）It stopped（ snowing , to snow ）then.

（１）My hobby is running in the park.

 

（２）Taking care of children is her job.

 

（３）Tom likes watching TV after dinner.

 

（４）You began studying French last week.

 

（５）Thank you for teaching English to us.

 

（６）Is reading many books important ?

 

次の動詞について，その意味を（　　）に，動詞の ing 形を  に書きなさい。〈完答，各１点×２０〉

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。

次の英文を日本文にしなさい。

〈各４点×５〉

〈各１０点×６〉

歌う

食べる

教える

書く

手伝う

住む

乗る

すわる

呼ぶ

洗う

聴く

使う

泳ぐ

勉強する

走る

読む

話す

そうじする

行く

作る

eating

teaching

singing

writing

helping

living

riding

sitting

calling

washing

using

swimming

listening

studying

running

reading

talking

cleaning

going

making

（１）I want（ singing , to sing ）a song.

（２）We enjoy（ to see , seeing ）the movie.

（３）They f inished（ to wash , washing ）their mother

（４）She hopes（ to be , being ）a tennis player in the future.

（５）It stopped（ snowing , to snow ）then.

私の趣味は公園を走ることです。

子どもたちの世話をすることが彼女の仕事です。

トムは夕食後にテレビを見ることが好きです。

あなたは先週，フランス語を勉強し始めました。

私たちに英語を教えてくれてありがとう。

たくさんの本を読むことは大切ですか。



（１）Do you like coffee or tea ?

 

（２）Clean your room after you watch TV.

 

（３）John came to see you while you were out.

 

（４）Do you think that she will leave Japan tomorrow ?

 

（１）He likes apples（ and , but ）oranges.

（２）（ But , Although ）my grandfather is old, he is fine.

（３）I study English hard（ because , but ）I want to go to America.

（４）（ After , When ）Tom was a student, he lived in New York.

（５）（ Before , If ）it is fine tomorrow, they will play baseball.

（１）その問題はとても難しかったので，私は答えることができませんでした。

The question was  difficult  I couldn,t answer it.

（２）彼は，アンがカナダにいることを確信しています。

He is    Ann is in Canada.

（３）私たちは，今朝寒いと感じました。

We    it was cold this morning.

（４）彼女は，テニスが楽しいとわかるでしょう。

She will    tennis is fun.

（５）残念ですが，メグは今外出しています。

I,m    Meg is out now.

（６）私は，あなたがきのう東京へ行ったと聞いています。

I    you went to Tokyo yesterday.

（７）トムは，彼女に会えてうれしく思っています。

Tom is    he meets her.

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈各５点×５〉

次の英文を日本文にしなさい。〈各１０点×４〉

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各５点×７〉

（１）He likes apples（ and , but ）oranges.

（５）（ Before , If ）it is fine tomorrow, they will play baseball.

（４）（ After , When ）Tom was a student, he lived in New York.

（３）I study English hard（ because , but ）I want to go to America.

（２）（ But , Although ）my grandfather is old, he is fine.

so that

sure that

felt that

f ind that

afraid that

hear that

glad that

あなたはコーヒーが好きですか，それとも紅茶が好きですか。

あなたは，彼女が明日日本を出発すると思いますか。

あなたが外出している間に，ジョンがあなたに会いに来ました。

テレビを見た後に，部屋をそうじしなさい。



（１）small －  －  （２）hot －  －  

（３）easy －  －  （４）large －  －  

（５）fast －  －  （６）tall －  －  

（７）big －  －  （８）happy －  －  

（９）young －  －  （10）nice －  －  

（11）old －  －  （12）long －  －  

（１）Ann is（ young , younger , youngest ）than Ken.

（２）Today is（ hot , hotter, hottest ）than yesterday.

（３）English is the（ easy , easier , easiest ）subject for me.

（４）You are the（ taller , tallest , more tall ）in the class.

（５）This bag is the nicest（ on , in , of ） all.

（６）We are the（ happiest , more happy , happier ）in the world.

（１）I get up earlier than my brother.

（２）It is warmer in Australia than in Canada.

（３）The Shinano is the longest river in Japan.

（４）You run fastest in your school.

（５）This book is more interesting than that one.

（６）We walk more quickly than our grandfather.

（７）Basketball is more popular than soccer in America.

（８）Which is the largest city in Japan ?

次の形容詞や副詞の比較級，最上級を順に  に書きなさい。〈完答，各１点×１２〉

次の英文を日本文にしなさい。

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈各４点×６〉

〈各８点×８〉

smaller

easier

faster

bigger

younger

older

smallest

easiest

fastest

biggest

youngest

oldest

hotter

larger

taller

happier

nicer

longer

hottest

largest

tallest

happiest

nicest

longest

（１）Ann is（ young , younger , youngest ）than Ken.

（６）We are the（ happiest , more happy , happier ）in the world.

（５）This bag is the nicest（ on , in , of ） all.

（４）You are the（ taller , tallest , more tall ）in the class.

（３）English is the（ easy , easier , easiest ）subject for me.

（２）Today is（ hot , hotter, hottest ）than yesterday.

私は兄（弟）より早く起きます。

カナダよりオーストラリアの方が暖かいです。

信濃川は日本で一番長い川です。

あなたは学校の中で一番速く走ります。

この本はあの本よりおもしろいです。

私たちは私の祖父より速く歩きます。

アメリカではバスケットボールはサッカーより人気があります。

日本で一番大きい都市はどれですか。



（１）Ken has（ many , much , more ）pens than Tom.

（２）You can play baseball（ good , better , well ）than your brother.

（３）We are the（ most , best , more ）team in the world.

（４）I like English（ better , much , good ）than math.

（５）My father is as（ old , older , oldest ）as my teacher.

（１）私は５人の中で，一番多くの本を読んでいます。

I read    books of the f ive.

（２）彼女はすべての果物の中で，バナナが一番好きです。

She likes bananas      all the fruits.

（３）私たちはトムほど上手にコンピュータを使えません。

We can,t use        Tom.

（４）あなたは何の教科が一番好きですか。

  subject do you like    ?

（１）You can drive a car well.（私よりも）

（２）Ann likes tea.（コーヒーよりも）

（３）I am a good swimmer.（私の家族の中で一番）

（４）He has many rackets.（彼のチームの中で一番）

（１）This f lower is as beautiful as that one.

（２）Which do you like better, summer or fall ?

（３）What sport does she like the best ?

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈各４点×５〉

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各６点×４〉

次の英文に（　　）内の意味を加えて，比較級や最上級の文を作りなさい。〈各８点×４〉

次の英文を日本文にしなさい。〈各８点×３〉

（５）My father is as（ old , older , oldest ）as my teacher.

（４）I like English（ better , much , good ）than math.

（３）We are the（ most , best , more ）team in the world.

（２）You can play baseball（ good , better , well ）than your brother.

（１）Ken has（ many , much , more ）pens than Tom.

the

the

as

What

most

the

computers

best of

well as

best

He has the most rackets in his team.

I am the best swimmer in my family.

Ann likes tea better than coffee.

You can drive a car better than I.

この花はあの花と同じくらい美しいです。

夏と秋では，あなたはどちらが好きですか。

彼女は何のスポーツが一番好きですか。



（１）watch   

（４）run   

（７）clean   

（10）use   

（13）need   

（16）cook   

（19）help   

（22）build   

（１）This book was written by a famous writer.

（２）give   

（５）carry   

（８）love   

（11）become   

（14）write   

（17）put   

（20）teach   

（23）f ind   

（３）cut   

（６）speak   

（９）eat   

（12）leave   

（15）read   

（18）break   

（21）fry   

（24）sell   

（１）アメリカでは英語が話されています。

English      America.

（２）これらの部屋は毎日，アンによってそうじされています。

These rooms      Ann every day.

（３）あれらのかばんは私の兄によって運ばれました。

Those bags      my brother.

（４）私の父の車は１０年前，日本で作られました。

My father,s car      Japan ten years ago.

（５）この窓はトムによってこわされたのではありません。

This window        Tom.

（６）これらのコンピュータはあなたの学校で使われていますか。

 these computers    your school ?

（２）We are loved by our parents.

（３）Japanese isn,t studied in the class.

（４）Were these pictures taken by her yesterday ?

次の動詞の過去分詞を書きなさい。〈各１点×２４〉

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。

次の英文を日本文にしなさい。〈各１０点×４〉

〈完答，各６点×６〉

watched

run

cleaned

used

needed

cooked

helped

built

given

carried

loved

become

written

put

taught

found

cut

spoken

eaten

left

read

broken

fried

sold

is spoken in

are

were

was

was

Are

cleaned by

carried by

made in

not broken by

used in

この本は有名な作家によって書かれました。

これらの写真はきのう，彼女によって撮られたものですか。

日本語はそのクラスでは勉強されていません。

私たちは両親に愛されています。



（１）She has wanted a new bike for three months.

 

（１）私は２年間，ずっとアメリカに住んでいます。

I have（ live , lived , living ）in America （ for , since , never ）two years.

（２）トムは以前にゴルフをやったことがあります。

Tom（ have , does , has ）played golf（ often , sometimes , before ）.

（３）彼らはちょうど宿題を終えたところです。

They have（ already , just , not ）（ f inish , to f inish , f inished ）their homework.

（４）私の姉はまだ日本を出発していません。

My sister has not（ leave , left , to leave ）Japan（ yet , since , ever ）.

（１）昨夜から，ずっと雪が降り続いているのですか。

 it   since last night ?

（２）私たちは二度，カナダへ行ったことがあります。

We      Canada  .

（３）彼はすでに自分の部屋をそうじしてしまいました。

He    cleaned his room.

（４）あなたは今までに納豆を食べたことがありますか。

 you    natto ?

（２）I have never seen koalas.

 

（３）Ken has not washed his car yet.

 

（４）Have you used this computer for four years ?

 

（５）We,ve been playing soccer for two hours.

 

（６）Have they read a newspaper yet ?

 

次の日本文にあう英文になるように，  に適する語を入れなさい。〈完答，各６点×４〉

次の英文の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。〈完答，各４点×４〉

次の英文を日本文にしなさい。〈各１０点×６〉

彼女は３か月間，ずっと新しい自転車を欲しがっています。

My sister has not（ leave , left , to leave ）Japan（ yet , since , ever ）.

I have（ live , lived , living ）in America （ for , since , never ）two years.

Tom（ have , does , has ）played golf（ often , sometimes , before ）.

They have（ already , just , not ）（ f inish , to f inish , f inished ）their homework.

I have（ live , lived , living ）in America （ for , since , never ）two years.

Tom（ have , does , has ）played golf（ often , sometimes , before ）.

They have（ already , just , not ）（ f inish , to f inish , f inished ）their homework.

My sister has not（ leave , left , to leave ）Japan（ yet , since , ever ）.

have

has

Have

Has been

been to

already

ever eaten

snowing

twice

私は一度もコアラを見たことがありません。

健はまだ車を洗っていません。

あなたはこのコンピュータを４年間，使っていますか。

私たちは２時間，ずっとサッカーをし続けています。

彼らはもう新聞を読みましたか。


