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復習シート                                                           

                                                     

 

 

 

 

１．次の日本文の意味をに合うように，空所に適語を入れなさい． 

（１）(一緒に)歌を歌いませんか． －そうしましょう． 

     （    ）（    ）（    ）a song? －Yes, （    ）． 

（２）(相手に)私に東京を案内していただけますか． 

     （    ）（    ）show me around Tokyo? 

（３）(相手に)私の仕事を手伝っていただけますか． 

     （    ）（    ）（    ）help me with my work? 

（４）(相手に)サイクリングに行きませんか． 

     （    ）（    ）（    ）（    ）（    ）cycling? 

 

２．次の日本文を英語に直しなさい． 

（１）(私が)あなたのためにお茶を入れ（make tea）ましょうか．  

－ ええ，お願いします． 

                                                     

（２）(相手に)コーヒーをもっとどうですか．－いいえ，結構です． 

                                                     

（３）私は遊園地に行きたいと思います．（want to よりていねいな表現で） 

                                                     

（４）(相手に)私たちのパーティーに来ませんか．（like を使って） －残念ながら行け

ません．  

                                                      

 

３．次の英文を日本語に直しなさい． 

（１）Shall I open this box? 

                                                      

（２）Shall we jog in the park tomorrow afternoon? 
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（３）Will you have some more water? 

                                                      

（４）Could you carry this table? 

                                                      

（５）Would you play the guitar for me?  

                                                      

（６）Would you like to visit her next month? 

                                                      

 

４．次の日本文に合わせて空所に適語を入れなさい． 

（１）私は今日歯医者に行かなくてはなりません． 

    I （    ）（    ）go to the dentist today. 

（２）ボブは彼女のために食事を準備する必要はありませんでした． 

    Bob （    ）（    ）（    ）prepare a meal for her. 

（３）彼らは明日打ち合わせ（meeting）に出席しないとならないでしょう． 

    They （    ）（    ）（    ）attend the meeting tomorrow. 

（４）ベイカーさんは部屋をきれいにしないとならないですか． 

    （    ）Mr. Baker （    ）（    ）clean his room?   

 

５．次の日本文を英語に直しなさい．  

（１）彼らは電車の時刻表を確認する必要があります． 

                                                      

（２）あなたのお父さんはこのテーブルを修理する必要はありません． 

                                                      

（３）彼は明日５時までに帰宅しなくてはならないですか． 

―はい，帰宅せねばなりません． 

                                                      

（４）あなたはこのドアを開けてはいけません． 

                                                      

 

   

 

指導欄 
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復習シート                                                      

 

 

 

 

１．次の各文の下線部について，Ｏ（目的語）かＣ（補語）か答えなさい． 

（１）This apple tastes bad.     （         ）                               

（２）The girl under the tree is Kumiko.  （         ）                                                       

（３）She practices the piano every day.  （         ）                                                                            

（４）These white roses are very beautiful. （         ）                                                                       

（５）He became a teacher.   （         ）                                                                                  

 

２．次の各文の下線部について，形容詞句か副詞句か答えなさい． 

（１）The book on the table is mine. 

              （        ） 

（２）My cat is sleeping on the sofa. 

                      （        ） 

（３）Mike takes a walk every day. 

                      （        ） 

（４）Look at the girl by the window. 

                    （         ） 

（５）It was cold this morning. 

               （         ） 

 

３．次の各文の文型を答えなさい．また，日本語に直しなさい． 

（１）He studies hard every day. （   ） 

               

（２）He studies English every day. （   ） 

               

（３）I got up at seven.   （   ） 
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（４）It got dark.   （   ） 

               

 

４．次の日本文を英語に直しなさい． 

（１）彼女は悲しそうに見えます． 

                

（２）これらの葉は甘いにおいがしました． 

                

（３）彼は有名な歌手になりました． 

                

（４）おなかがすいてきました． 

                

（５）彼女は幸せに感じました． 

                

（６）母は疲れているように見えました． 

                

（７）彼の考えは面白そうに聞こえました． 

                

（８）このピザは香辛料の効いた味がします． 

                

 

 

 

 

 

指導欄 
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復習シート                                                      

 

 

 

 

１．次の各組の文を，意味の違いに気をつけて日本語に直しなさい． 

 

（１）① I want the old book. 

                

   ② I want to read the old book. 

                

（２）① He likes music. 

                

   ② He likes to listen to music. 

                

（３）① She visited her aunt. 

                

    ② She decided to visit her aunt. 

                

 

 

２．次の日本文の意味に合うように，カッコ内に適語を入れなさい． 

 

（１）私はそのテレビドラマを見たかったです． 

   I （    ）（    ）（    ）the TV drama. 

（２）百聞は一見にしかず． 

   （    ）（    ）is（    ）（    ）. 

（３）その質問に答えることは，とても難しい． 

   （    ）（    ）the question is very hard. 
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３．次の日本文の意味に合うように，カッコ内の語を並べ換えなさい． 

 

（１）将来あなたは何になりたいですか． 

   ［ want; what ; do; be ; you; to; ］in the future? 

            in the future?   

（２） 彼はコインを集めるのが好きです． 

   ［ likes; he; coins ; to; collect; . ］ 

                

（３） 彼らは神戸に旅行に行くことにしました． 

   ［ a trip; Kobe; they; take ; decided; to; to; . ］ 

                

（４） 彼はバイオリンの演奏をし続けました． 

   ［ violin; to; continued; he; the; play; . ］ 

                

 

 

４．次の日本文を英語に直しなさい． 

 

（１）彼は中国語の本を読み始めました． 

                

（２）彼女は海で泳ぐことが好きです． 

                

（３）彼とサッカーすることはとても楽しいです． 

                

（４）大切なのは柔道を毎週練習することです． 

                

 

指導欄 

 

 

 


