
 英語・２年生の復習  NO1  

                      
Name：                            

1 様々な動詞 
1 (  )内の動詞を、適する形に書きかえて空欄に入れなさい。 
   また、(2)と(4)については、それぞれの疑問文と否定文も書きなさい。 
 (1) Akira 【  studies  】 English every day. (study) 
 (2) Kenji 【  studied   】early American history two months ago. (study) 
 疑問文【Did Kenji study early American history two months ago?】 
 否定文【Kenji didn’ t study early American history two months ago. 】 
 (3) Yumi【made 】 a cake for their mother yesterday. (make) 
 (4) Hitomi 【 wrote 】 the letter last night. (write) 
 疑問文【Did Hitomi write the letter last night? 】 
 否定文【Hitomi didn’ t write the letter last night. 】 
 (5) She 【 read 】 the book last Sunday. (read) 
 
 2 (  )内の指示に従い、次の文を書きかえなさい。 
(1) Yumi studies math in her room. (nowをつけて現在進行形の文に) 
  A 【Yumi is studying math in her room now. 】 
(2) Akira played the piano in his room.(thenをつけて過去進行形の文に) 
  A 【Akira was playing the piano in his room then. 】 
(3) They didn’ t watch TV. (thenをつけて過去進行形の文に) 
  A 【They weren’ t watching TV then. 】 
  [Extra!]  [1] Do you help your father? (現在進行形の文に) 

   A 【Are you helping your father? 】 
[2] What do they do in the street?（現在進行形の文に） 

   A 【What are they doing in the street? 】 
2.助動詞 

3 次の日本語にあうように、【  】に正しい語を書きなさい。 
(1) 彼はとてもうまくピアノを弾くことができる。 
   He 【 can 】【 play 】 the piano very well. 
(2) あなたのお父さんはコンピュータを使うことができますか。 

【 Can 】your father 【 use 】computers? 
(3) アキラは次の土曜、学校へは行かないでしょう。 

Akira【won’ t】go to school next Saturday. 

(4) あなたは明日、何時に起きるつもりですか。 
What time 【will】you 【get】up tomorrow? 

(5) ユミは次の日曜、サッカーをするつもりです。 
Yumi is 【going】【to】play soccer next Sunday. 

(6) 明日は晴れるでしょう。 
It 【will】【 be 】sunny tomorrow. 

 
4 それぞれの文が同じ意味になるように、【 】内に適語を入れなさい。 
(1) Will you play tennis? 

(Are) you (going) (to) play tennis? 
(2) Please tell us about DNA. 

【Will】【you】tell us about DNA? 
(3) Can I use your cell phone?                cell phone…携帯電話 
   【May】【 I  】use your cell phone? 
(4) He must go to the hospital. 

He【has】【to】go to the hospital. 
(5) Let’s make a cake together. 

【Shall】【 we 】make a cake together? 
   [Extra!]  次の日本文に合うように、（ ）内の語を並べ替えなさい。 

[1] 私たちは日曜日に働く必要はありません。 
  (to / don’ t / on / we / work / have ) Sunday. 
【 We don’ t have to work on 】Sunday. 

3.その他重要文法 
5 次の日本文に合うように、【 】に適語を入れなさい。 
(1) 気をつけなさい。   【 Be 】careful. 
(2) この部屋には3台のコンピュータがありました。 

【There】【were】three computers in this room. 
(3) 私が帰ったとき、母は夕食を料理しているところでした。 

【When】【 I  】came home, my mother was cooking dinner. 
(4) なぜあなたは、昨日サッカーの練習を休んだのですか。 

【Why】were you absent from soccer practice yesterday? 
(5) なぜなら具合が悪くて寝ていたからです。 
   【Because】I was sick in bed! 
(6) ユミは夏になると毎年、香港を訪れますね。 
   Yumi visits Hong Kong every summer, 【doesn’ t】【 she】? 


