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文の種類Lesson1

4

1 次の各文を，( )内の指示に従って書きかえなさい。

1．My father doesn’t agree with my opinion.（肯定文に） 1．opinion

意見

2．You don’t talk in the library.（命令文に） 2．否定の命令
文。

3．Eric was very excited about exercising.（否定文に）

4．Ken pitched in the game.（下線部が答えの中心となる疑問文に） 4．疑問詞が主
語になる。

5．You are a good boy.（命令文に） 5．命令文は動
詞の原形で始
める。6．He read the novel in the park.（下線部が答えの中心となる疑問文に）

7．She could solve the problem easily.（否定文に）

2 次の質問に対する返答として，最も適切な文を⒜～⒣から選び，記号で答えなさい。

1．Didn’t you invite her to the party? 1．否定疑問文
でも，答えが
肯定の内容な
ら Yes，否 定
の内容なら No

になる。

2．When does the train leave?

3．Is he a doctor?

4．What do you want for your birthday?

5．You won’t go to Tokyo with them, will you?

6．Where will you go during summer vacation?

7．Who teaches you math?

8．Which do you like better, summer or winter? 8．Which ..., A

or B?「A か B

かどちらが～
か」

⒜ Yes, he is. ⒝ No, I won’t.

⒞ I’ll go to Hokkaido. ⒟ Mr. Brown does.

⒠ Yes, I did. ⒡ Well, I want a camera.

⒢ I like summer better. ⒣ At six.

3 次の各文の中から，下線部が誤っている文を 2つ選び，番号で答えなさい。

1．They weren’t in Kyoto last year.

2．You should more careful when you drive a car.

3．Do you like your new office?

4．What expensive cameras they are!

5．You didn’t see Ms. Kawai, didn’t you?
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Lesson
1

文の種類 5

4 日本語に合うように，( )に適切な語を入れなさい。

1．この部屋で騒いではいけない。 1．noisy

騒々しい( ）( ）noisy in this room.

2．あなたの国では，学校はいつ始まりますか。 2．時を尋ねる
疑問詞を使う。( ）( ）schools begin in your country?

3．あなたは彼の話を信じることができますか。
( ）( ）( ）his story?

4．｢ジャックはテニスをしますか。」｢いいえ，しません。」 4．主語は 3人
称単数。“( ）Jack ( ）tennis?” “No, he ( ）.”

5．窓を閉めてくれますか。 5．命令文に続
く付加疑問。Shut the windows, ( ）( ）?

5 日本語に合うように，( )内の語句を並べかえて，英文を完成させなさい。

1．これはなんて美しいお城だろう。
( castle / beautiful / this / a / is / what )!

2．英語と数学のどちらの科目を選択しましたか。
( subject / which / choose / did / you ), English or math?

3．今日は魚釣りに行かないようにしよう。 3．Let’ s の否
定形は not の
位置に注意。

( not / go / today / let’s / fishing ).

4．会議に参加しなかったのですか。
(meeting / you / didn’t / the / join )?

5．ホテルの隣に銀行がありますよね。 5．〈There＋
be動詞＋主語〉
の付加疑問文。

There is ( next to / isn’t / the hotel / a bank / there / , )?

次の日本語をそれぞれの書き出しに続けて，英語に直しなさい。

1．その本について彼女に尋ねましょう。
Let’s .

2．彼女はトム(Tom)の妹ではありませんよね。
She ?

3．彼のお母さんはなんて速くしゃべるのだろう。
How !

下線部に誤りがあるものを選び，訂正しなさい。

⒜Which ⒝did come first, the chicken ⒞or the egg?
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文型と動詞①Lesson2

6

1 SVCは S＝ C

の関係が成り
立つ。

次の各文の下線部の語句は S(主語)，V(動詞)，O(目的語)，C(補語)，M(修飾
語)のどれにあたるか，下線部の下に書き入れなさい。さらに文型を表す数字を
( )に書きなさい。

1．Tom has six classes on Wednesday.

第( ）文型
2．This is an accurate report on the accident. 2．accurate

正確な
on～
～について，
～に関する

第( ）文型
3．She went to the US to study dance.

第( ）文型
4．There are many books on the shelf. 4．shelf

棚第( ）文型
5．His plan sounds interesting to me.

第( ）文型
6．He often eats lunch in the cafeteria.

第( ）文型

2 日本語に合うように，( )に適切な語を入れなさい。 他動詞か自動
詞か(目的語を
とるかとらな
いか)を意識す
る。

1．この果物はひどいにおいがする。
This fruit ( ）( ）.

2．ベスは日本語で日記をつけている。
Beth ( ）( ）( ）in Japanese.

3．あの飛行機はロンドンまで飛ぶ。
That plane ( ）( ）London.

4．私たちは毎朝，学校で本を読む。
We ( ）( ）at school every morning.

5．私の姉は昨日，香港に到着した。 5．Hong Kong

香港My sister ( ）( ）Hong Kong yesterday.

6．そのテレビ番組に出た後，メアリーは有名になった。
Mary ( ）( ）after she appeared in the TV show.

3 次の各文が正しければ○，誤りがあれば下線を引き，正しい語句を書きなさい。

1．Kate will be a high school student next year. ( ）
2．That sounds a good plan. ( ）
3．I got a letter from Australia. ( ）
4．Linda visited to James last Sunday. ( ）
5．There were a man in front of the house last night.( ） 5．There の後

に VSがくる。
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Lesson
2

文型と動詞① 7

4 日本語に合うように，( )内の語句を並べかえて，英文を完成させなさい。

1．彼はその知らせに驚いているように見える。
( news / at / he / the / looks / surprised ).

2．彼らの犬は浜辺にいます。 2．be は「～
がいる」とい
う存在を表す。

( beach / their / on / are / the / dogs ).

3．私は一晩中働いた後で，疲れていた。
( was / I / after / working / tired ) all night.

4．寝る前には歯を磨きなさい。
( teeth / brush / go to / your / before / you ) bed.

5 次の英文を下線部の意味の違いに注意して，日本語に直しなさい。

1．⒜ Peter remained at home alone. 1．⒜ SV

⒝ SVC

unsolved解決
されていない⒝ The problem remained unsolved.

2．⒜ Please turn right at the corner. 2．⒜ SV

⒝ SVC

⒝ Sally turned pale when she heard the news.
pale 青ざめた

3．⒜ My parents grow roses in their garden. 3．⒜ SVO

⒝ SVC

⒝ The company will grow big.

次の日本語を英語に直しなさい。

1．彼らはそのホテルに泊まった。

2．父はたいてい歩いて会社に行く。（office）

3．その町の中央に大きな図書館がある。（in the center of～）

下線部に誤りがあるものを選び，訂正しなさい。

We ⒜will ⒝ reach to his house ⒞ at 2:00 p.m.




