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1 〈現在・過去・進行形〉 次の英文の（　　　）内の語を適する形に直しなさい。

 （1） I（be）in the library now. 　　   

 （2） You（be）at home yesterday. 　　   

 （3） Ken（go）to school every day. 　　   

 （4） She（have）a good time last night. 　　   

 （5） He（see）my father yesterday. 　　   

 （6） There（be）a lot of students in the library last Sunday. 　　   

 （7） A boy is（swim）in the sea now. 　　   

 （8） Yuki（be）listening to music at that time. 　　   

2 〈未来形・助動詞〉 次の質問に対する答えの文を，右のア～キの中から 1 つずつ選び，記号で答えなさい。ただし，答え

は 1 つとは限らない。

 （1） Would you like some coffee ?           ア　Sure. （1）　　   

 （2） Can you come to my house ?           イ　Yes, please. （2）　　   

 （3） May I ask you a question ?            ウ　Yes, let’s. （3）　　   

 （4） Do I have to study English every day ?       エ　No, thank you. （4）　　   

 （5） Will you sing a song ?              オ　Yes, I can. （5）　　   

 （6） Shall I go with you ?               カ　Yes, you do. （6）　　   

 （7） Shall we play basketball tomorrow ?        キ　Sorry, I can’t. （7）　　   

3 〈疑問詞〉 次の文の（　　　）の中から適する語を 1 つずつ選び，記号で答えなさい。

 （1） （ ア　How　　イ　What　　ウ　When ）do you study ?  I study at night.

 （2） （ ア　How　　イ　Why　　ウ　Where ）do you like summer ?  Because I can enjoy swimming.

 （3） （ ア　How　　イ　Where　  ウ　Which ）do you live ?  I live in London.

 （4） （ ア　How　　イ　What　  ウ　Which ）do you go to school ?  I go to school by bike.

 （5） （ ア　How long　　イ　How many　　ウ　How much ）will you stay here ?  For a week. 

 （6） （ ア　How　　イ　When　　ウ　Which ）do you like better, soccer or baseball ?  I like soccer better.

 （7） （ ア　How　　イ　Who　　ウ　What ）is Ken ?  He is my brother.

 （8） （ ア　How old　　イ　How many　　ウ　How much ）are you ?  I am fourteen.

（1）　　    （2）　　    （3）　　    （4）　　    （5）　　    （6）　　    （7）　　    （8）　　   



英 3

1　対話文読解 （1）

 〈現在・過去・進行形・未来形・助動詞・疑問詞〉 左の日本文に合うように，右の英文の　　　線上に適する語を書きなさ

い。

 ①  私は昨日，うれしかった。          I 　　    happy 　　   .

 ②  彼は私の弟ではありません。          He 　　    my 　　   .

 ③  あなたは先月，大阪にいましたか。      　　    you in Osaka 　　    month ?

 ④  私は毎晩，ラジオを聞きます。       I 　　    　　    the radio every evening.

 ⑤  彼は放課後，サッカーをします。           He 　　    　　    after school. 

 ⑥  あなたはバスで学校へ行きますか。       　　    you 　　    to school by bus ?

 ⑦  私は今朝，英語を勉強しました。        I 　　    English 　　    morning.

 ⑧  彼女は部屋を掃除しませんでした。       She 　　    　　    her room.

 ⑨  健は昨日，車を洗いましたか。        　　    Ken 　　    the car 　　   ?

 ⑩  私は今，英語を勉強しているところです。  I 　　    　　    English now. 

 ⑪  彼はそのとき，走っていませんでした。     He 　　    　　    then.

 ⑫  由紀は歌を歌っていますか。          　　    Yuki 　　    a song ?

 ⑬  ジムはそのとき，昼食を食べていましたか。 　　    Jim 　　    lunch at that time ?

 ⑭  テーブルの上にりんごが1つあります。   　　    　　    an apple on the table.

 ⑮  私の姉は先生になるでしょう。       My sister 　　    　　    a teacher.

 ⑯  このペンを使ってもいいですか。      　　    I 　　    this pen ?

 ⑰  私は来週，彼を訪ねます。         I 　　    　　    him next week.

 ⑱  お茶を一杯いかがですか。         　　    you 　　    a cup of tea ?

 ⑲  いっしょに図書館に行きませんか。     　　    　　    go to the library together ?

 ⑳  メアリーは学校へ行かなければなりません。 Mary 　　    　　    go to school.

 ○21　 窓を開けましょうか。           　　    　　    open the window ?

 ○22　 だれがこのケーキを作ったのですか。    　　    　　    this cake ? 

 ○23　 武は何時に起きましたか。         　　    　　    did Takeshi get up ?

 ○24　 恵美はなぜあなたの家に来たのですか。    　　    did Emi 　　    to your house ? 

 ○25　 教室には何人の生徒がいますか。      　　    　　    students are there in the

                       classroom ?
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1　対話文読解 （1）

1 次の各組の対話文が成り立つように，（　　　）のア～エの中から適切なものを 1 つずつ選び，記号で答えなさい。

    A：（ ア　What　　イ　When　　ウ　Where　　エ　How ）did you do last night ?
 （1） ｛
    B：I watched TV in my room.

    A：（ ア　May　　イ　Shall　　ウ　Will　　エ　Must ）I use your dictionary ?
 （2） ｛
    B：Sure.

    A：Whose bag is that ?
 （3） ｛
    B：It’s（ ア　mine　　イ　your　　ウ　her　　エ　us ）.

    A：Who used my computer?
 （4） ｛
    B：He（ ア　was　　イ　can　　ウ　do　　エ　did ）.

    A：How（ ア　long　　イ　old　　ウ　many　　エ　much ）brothers do you have ?
 （5） ｛
    B：I have two.

    A：（ ア　Why　　イ　When　　ウ　What　　エ　How ）did you get this book ?
 （6） ｛
    B：My uncle gave it to me.

（1）　　    （2）　　    （3）　　   

（4）　　    （5）　　    （6）　　   

2 次の各組の対話文が成り立つように，Aの の中に入る最も適切な文を，下のア～エの中から 1 つずつ選び，記

号で答えなさい。

    A：
 （1） ｛
    B：He goes there every Sunday.

    ア　When does he go to the library ?           イ　How does he go to the library ?

    ウ　Does he go to the library every day ?     エ　Why does he go to the library ?

    A：
 （2） ｛ 
    B：No. I walk to school.

    ア　Do you go to school by bus ?              イ　When do you go to school ?

    ウ　Do you go to school with Emi ?          エ　How do you go to school ?

    A：
 （3） ｛
    B：I went there with Tomoko.

     ア　When did you go to Tokyo with Naomi ?    イ　How did you go to Tokyo ?

       ウ　Did you go to Tokyo with Tomoko ?      エ　Who did you go to Tokyo with ?

    A：
 （4） ｛ 
    B：In the morning.

     ア　When do you usually study ?         イ　Where do you study English every day ?

     ウ　How long do you usually study ?      エ　How often do you study here ?

（1）　　    （2）　　    （3）　　    （4）　　   


