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Name：                            

4.形容詞/副詞 
8 次の日本語に合うように、（ ）内の語を並べかえなさい。 

① あなたの自転車はすてきです。(is/ bike/ your/ nice). 
    【 Your bike is nice.】 
② あなたはすてきな自転車を持っています。(bike /have /nice /you /a ). 

 【 You have a nice bike.】 
③ 私は仲のよい友達が何人かいます。( have/ good/ I  / friends /some). 

   【 I  have some good friends.】 
④ 健はテニスがとても好きです。  (very / likes /Ken /tennis/ much). 

【 Ken likes tennis very much.】 
⑤ 私はときどき本を読みます。(books/ I  /sometimes /read). 

【 I  sometimes read books.】  
[Extra!] ③の文を否定文にし、日本語にしなさい。 
      否定文【I don’ t have any good friends】 
      日本語【私は、仲のよい友だちが1人もいません。】 

5.命令文 
9 次の日本語に合うように、【  】に適当な語を書きなさい。 

① あれらの鳥を見なさい。【 Look 】【  at  】those birds. 
② これらの本を読んでください。【Please】【read】these books. 
③ 今はテレビを見てはいけません。【 Don’ t 】【 watch 】TV now. 
④ 朝食を食べましょう。【 Let’s 】【 eat 】breakfast. 

6.助動詞can 
10 次の文を否定文と疑問文に書きかえ、YesとNoで答えなさい。 
  He can play the piano very well. 
   否定文【He cannot [can’ t] play the piano very well.】 
   疑問文【Can he play the piano very well?】 
   答 え【Yes, he can. / No, he cannot[can’t].】 
11 次の日本語に合うように、【  】に適当な語を書きなさい。 

① 彼はとても速く泳ぐことができます。 
He 【 can 】【 swim 】 very fast. 

② 私はピアノを弾くことができません。 
I 【 can’ t 】【 play 】the piano. 

③ あなたは英語を話すことができますか。 
    【 Can 】you 【 speak 】English? 

④ あなたの柔道着を使ってもいいですか。 
    【 Can 】 I  【 use 】 your judo uniform? 

7.現在進行形 
12  次の文にnowをつけ加えて現在進行形の文に書きかえるとき【 】 
    に適当な語を書きなさい。 

① I  listen to music.  ⇒  I【  am   】【 listening 】to music. 
② They run in the park.   
  ⇒  They 【 are 】【 running 】in the park now. 
③ Tom swims. ⇒  Tom 【  is  】【 swimming 】now. 

13  次の日本語を英語にしなさい。 
① 私たちは今、朝食を食べているところです。 

【We are eating breakfast now.】 
② 彼女は今、歌っていません。 

【She isn’ t[is not] singing now.】 
③ あなたは今、ピアノを弾いていますか。いいえ、弾いていません。 

【Are you playing the piano now? No, I’m not[=am not].】 
④ 彼女は今、何をしていますか。 

【What is she doing now?】 
8.いろいろな疑問詞 

14 下線部をたずねる疑問文を作りなさい。 
① You play tennis. 
【What do you play?】 
② The boy is Akira.  
【Who is the boy?】 
③ That is Yumi’s piano. 
【Whose piano is that?】 
④ You go to bed at eleven thirty.  
【What time do you go to bed?】 
⑤ Jack has fifty books in his room. 
【 How many books does Jack have in his room?】 
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