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[解答 1]
1.is 2.are 3.are 4.are 5.are 6.is 7.are 8.is 9.is 10.is 11.are 12.is
13.are 14.am
[解答 2]
1. Is this a pen? Yes, it is. 2. Is this your bag? Yes, it is. 3. Is this your bag,too?
Yes, it is.
[解答 3]
1. This is not my car. (This isn’t my car.) 2. That is not your pen. (That isn’t your pen.)
[解答 4]
1. 下げ調子 2. 上げ調子 3.下げ調子
[解答 5]
1. was 2. were 3. were 4. were 5. were 6. was 7. were 8. was 9.was
10.was 11. were 12. was 13. were 14. was
[解答 6]
1. was 2. was 3. were 4. were 5. was
[解答 7]
1. was 2. is 3. were 4. was, is 5. were 6. was 7. were
[解答 8]
1.① Was yesterday Sunday? Yes,it was. No, it wasn’t. ② Yesterday wasn’t Sunday.
2.① Was it fine yesterday? Yes,it was. No, it wasn’t.

② It wasn’t fine yesterday.

3.① Was Kenji in the park with his dog? Yes, he was. No, he wasn’t.
② Kenji wasn’t in the park with his dog.
4.① Were you out this morning? Yes, I was. No, I wasn’t.
② You weren’t out this morning.
5.① Are there any boys in the room? Yes, there are. No, there aren’t.
② There aren’t any boys in the room.
[解答 9]
1. Do you like tennis? 2. Do you have a brother? 3. Do they play the piano?
[解答 10]
1. I don’t have a picture of my family.
2. I don’t like music.
3. We don’t play the piano.
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[解答 11]
1. I don’t go to school by bus, either.
2. I don’t walk to school, either.
[解答 12]
Taro, He, Nancy, She, My father, Your brother, It
[解答 13]
1. Does she like a dog? Yes, she does. No, she doesn’t.
2. Does your brother have a guitar? Yes, he does. No, he doesn’t.
3. Do they play tennis? Yes, they do. No, they don’t.
[解答 14]
1. She doesn’t play the guitar.
2. Taro doesn’t come here.
3. He doesn’t like a dog, either.
[解答 15]
1.その子は本を開きました。
2.ナンシーは音楽がとても好きでした。
[解答 16]
1. Sam liked their colors very much.
2. They studied English.
3. Nancy played the piano.
4. Nancy enjoyed Christmas last year.
[解答 17]
1. I went to the station.
2. He wrote a letter to her.
3. They came home.
4. She took the letter from him.
[解答 18]
1. Nancy didn’t show the letter to him.
2. They didn’t play the piano last Sunday.
3. Taro didn’t go there yesterday.
4. She didn’t write anything on a piece of paper.
5. He didn’t come back last month.
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[解答 19]
1. Did Nancy show the letter to him? Yes, she did. No, she didn’t.
2. Did you play the piano last Sunday? Yes, I did. No, I didn’t.
3. Did Taro go there yesterday? Yes, he did. No, he didn’t.
4. Did she write anything on a piece of paper? Yes, she did. No, she didn’t.
5. Did he come back last month?

Yes, he did. No, he didn’t.

[解答 20]
1. 彼らはテニスをしています。
2. 彼女は今泳いでいます。
3. I am studying English.
4. She is playing the guitar.
[解答 21]
1.① He isn’t playing tennis. ② Is he playing tennis? Yes, he is. No, he isn’t.
2.① Nancy isn’t standing there. ② Is Nancy standing there? Yes,she is. No, she isn’t.
3.① They aren’t working hard. ② Are they working hard? Yes, they are. No,they aren’t.
[解答 22]
1. Was Tom running along the river?
2. They weren’t studying English this morning.
3. Nancy was playing tennis.
4. They were running with their dog.
5. Were you playing the piano?
[解答 23]
1. 彼女は明日ピアノを弾くでしょう。
2. 私の兄弟は来週東京を訪問する予定です。
3. 私は今晩テレビを見るつもりです。
[解答 24]
1. My brother is going to play the piano.
2. They are going to play tennis tomorrow.
3. I am going to have lunch at noon.
[解答 25]
1. あなたは手紙を書くつもりですか。
2. 太郎は明日，川で泳ぐでしょうか。
3. Is Nancy going to show the letter to Sam? Yes, she is. No, she isn’t.
4. Are they going to wait for her? Yes, they are. No, they aren’t.
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[解答 26]
1. ナンシーは明日ピアノを弾くでしょう。
2. 彼らは彼を夕食に招待するでしょう。
3. 私は次の日曜日に京都を訪問する予定です。
[解答 27]
1. Taro will have a good time tomorrow.
2. I will study English next Sunday.
3. She will pay for the blouse.
[解答 28]
1. Will Nancy play the piano tomorrow? Yes, she will. No, she will not.
2. Will you buy it for your mother? Yes, I will. No, I will not.
3. Will the plane take off in a few minutes? Yes, it will. No, it will not.
[解答 29]
1. 私はギターを弾くことができます。
2. 彼は英語を話すことができます。
3. 彼らは英語を読むことができます。
[解答 30]
1. The boy can read this book.
2. He can do many thing.
[解答 31]
1. Can Taro play tennis?
2. Can he speak English?
3. Can you write English?
[解答 32]
1. He can not write English.
2. They can not read English.
[解答 33]
1.She could run fast.
2.He will be able to swim well.
[解答 34]
1. このケーキを食べてもいいですか。いいですとも。
2. 1 杯のミルクを飲んでもいいですか。はい，もちろんです。
3. May I open this letter? Sure.
4. May I play the piano? Yes, of course.
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[解答 35]
1. あなたは 6 時に起きなければならない。
2. ナンシーはピアノを弾かなければならない。
3. You have to get up early.
4. You have to help your mother.
5. You have to do your homework.
[解答 36]
1. あなたはこの宿題をしなくてもよい。
2. ナンシーは一生懸命に勉強しなくてもよい。
3. You don’t have to start now.
[解答 37]
1. You must start at once.
2. You must be kind to that girl.
3. Nancy has to go there.
4. He had to do his homework.
5. He will have to do his homework.
[解答 38]
1. ピアノを弾いてくれませんか。 いいですよ。
2. 時間通りにここに来てくれませんか。

いいですとも。

3. Will you open the window? All right.
4. Will you help me? Sure.
5. Will you come here in a few minutes?
[解答 39]
1. もう少し食べませんか。

ありがとう。

2. もう少しお食べになりませんか。 いいえ，けっこうです。
3. Will you sit down? No, thank you.
[解答 40]
1. あなたを手伝いましょうか。 はい，お願いします。
2. あなたのためにケーキを作りましょうか。 いいえ，けっこうです。
3. Shall I open the window? No, thank you.
[解答 41] 略
[解答 42]
1.mine 2. us
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[解答 43]1.familes

2.boxes

3.buses 4. children

6.men

7.feet

[解答 44]
1.ス

2.ツ

3.ズ 4.イズ 5.イズ

[解答 45]
1. It is nine twenty now.
2. It is hot today.
3. It is two miles from here to the station.
[解答 46]
1. Do you have any pens?
2. I don’t have any pens.
[解答 47]
1. それは何ですか。りんごです。
2. あなたは毎日何を勉強しますか。英語を勉強します。
3. What is this? It is a desk.
[解答 48]
1. What do you have in the box?
2. What do you like?
[解答 49]
1. どちらがあなたのゲームですか，このゲームですか，あのゲームですか。あのゲームが私
のです。
2. どちらがあなたの本ですか，この本ですか，あの本ですか。この本が私のです。
3. Which is your notebook, this one or that one? This one is mine.
[解答 50]
1. あの少年は誰ですか。サムです。
2. あのかわいい少女は誰ですか。恵子です。
3. Who is that tall girl? She is Nancy.
[解答 51]
1. これは誰のコンピューターですか。
2. あれは誰の本ですか。
3. Whose pen is this?
[解答 52]
1. あなたはいつピアノを弾きますか。
2. あなたは毎朝いつ起きますか。
3. When do you study English?
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[解答 53]
1. あなたはどちらの出身ですか。アメリカの出身です。
2. 彼は毎日どこで勉強しますか。彼は彼の部屋で勉強します。
3. Where is your book?
[解答 54]
1. あなたはなぜそんなに早く起きたのですか。英語を勉強するためです。
2. あなたはなぜ東京に行ったのですか。娘に会いたかったからです。
[解答 55]
1. 私はネコが好きです。あなたはどうですか。
2. 私の趣味は言葉遊びです。あなたのお父さんはどうですか。
[解答 56]
1. あなたのお父さんは何歳ですか。50 歳です。
2. How old is Tom? He is ten years old.
[解答 57]
1. 彼はどれくらいの背たけですか。100cm の背たけです。
2. How tall is your father? He is 168 cm tall.
[解答 58]
1. ナンシーは何本の鉛筆をもっていますか。
2. 授業はいくつありますか。
3. How many pens do you have?
[解答 59]
1. これはペンですかそれとも鉛筆ですか。ペンです。
2. これはバスですかそれとも自動車ですか。バスです。
3. Is this a shop or a school? It is a shop.
4. Is that a desk or a table? It is a desk.
[解答 60]
1. 私はあなたが何をもっているか知っています。
2. なぜ彼女がここに来れないのか知りません。
3. あなたは誰が窓をこわしたのか知っていますか。
[解答 61]
2. Do you know what time it is now?
3. I know what he wants.
4. I wonder what Nancy ate.
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[解答 62]
2. I don’t know where Jack went.
3. I know how old he is.
4. I don’t know who broke this window.
[解答 63]
1. You are a teacher, aren’t you?
2. Hanako is very busy now, isn’t she?
3. Tom and Sam were playing tennis, weren’t they?
4. Taro likes tennis, doesn’t he?
5. You played the piano yesterday, didn’t you?
6. Nancy can make a cake, can’t she?
7. Nancy wasn't at home, was she?
8. Kenji didn't play tennis, did he?
[解答 64]
1. Play the piano.
2. Play tennis every day.
3. Open the window.
[解答 65]
1. Don’t play the guitar. 2. Don’t look at the sign. 3. Don’t walk fast.
[解答 66]
1. Let’s play the piano.
2. Let’s look at the sign.
3. Let’s open the door.
[解答 67]
1. その標識を見てください。
2. 速く歩いてください。
3. あの船に乗ってください。
[解答 68]
1. Be at home. You must be at home.
2. Be quiet. You must be quiet.
3. Get up early. You must get up early.
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[解答 69]
1. 彼のお母さんは若く見える。
2. あなたは元気そうに見える。
3. それは難しそうに見える。
4. Nancy looks very happy.
5. That girl looks kind.
[解答 70]
1. 私にその本を見せてくれませんか。
2. あなたにこのペンをあげましょう。
3. あなたのノートを私に貸してください。
4. 彼はナンシーにその本を送った。
5. 田中先生は私たちに英語を教えています。
[解答 71]
1. I’ll give her this pen.
2. Will you show me another blouse?
3. Please lend me your book.
[解答 72]
1. Will you show this book to me?
2. I will give the pen to you.
3. I will make some cakes for you.
[解答 73]
1. 通りにはたくさんの人がいます。
2. ロンドンには日本人学校がありますか。はい，あります。
3. この近くに日本の店がありますか。いいえ，ありません。
[解答 74]
1. What a beautiful girl she is!
2. What a long bridge that is!
3. What a kind girl Helen is!
4. How pretty this flower is!
5. How big that dog is!
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[解答 75]
1. ナンシーは花子よりも年上だ。
2. 太郎は彼女よりも背が高い。
3. 私は太郎よりも小さい。
4. この鉛筆はあの鉛筆よりも長い。
[解答 76]
1. Tokyo is larger than Osaka.
2. This dog is bigger than that one.
[解答 77]
1. Kenji is smaller than I.
2. I am younger than you.
[解答 78]
1. ナンシーは彼女の家族の中で一番若い。
2. 富士山は日本で一番高い。
3. 富士山は日本で一番高い山だ。
4. 太郎は 5 人の中で一番背が高い。
5. この鉛筆はすべての中で一番長い。
[解答 79]
1. That dog is the biggest in this city.
2. Tokyo is the largest in Japan.
3. Sam is the oldest of the three.
4. Lake Biwa is the largest of all the lakes.
[解答 80]
1. taller 2. prettiest 3. biggest 4. younger 5. old
[解答 81]
1. この絵はあの絵よりも有名だ。
2. この物語はあの物語よりもおもしろい。
3. 英語はほかのどの科目よりも重要だ。
4. 富士山は日本で一番美しい。
[解答 82]
1. この鉛筆はあの鉛筆と同じくらい長い。
2. この本はあの本と同じくらいおもしろい。
3. ナンシーは恵子と同じくらいかわいい。
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[解答 83]
1. Taro is as tall as Jiro.
2. Sam is as young as she.
3. Tom is as old as I.
[解答 84]
1. 阿蘇山は富士山ほど高くない。 2. taller than
3. Fukuoka is not as large as Tokyo. 4. as tall as
[解答 85]
1. 私の姉は私よりも速く話す。
2. 健二は太郎よりも一生懸命勉強する。
3. 恵子は彼女のクラスのどの女の子よりも早く起きた。
[解答 86]
1. My brother can swim faster than I.
2. Sam practiced hardest of all.
3. She can get up earlier than he.
[解答 87]
1. Nancy got up as early as Sam.
2. Kenji studied harder than any other boy in his class.
[解答 88]
1. 太郎は数学よりも英語が好きだ。
2. 彼女は犬よりも猫が好きだ。
3. I like coffee better than tea.
[解答 89]
1. 彼女はすべての動物の中で猫が一番好きだ。
2. 私はお茶が一番好きだ。
3. I like English the best of all subjects.
[解答 90]
1. あなたはお茶とコーヒーではどちらが好きですか。コーヒーが好きです。
2. Which do you like better, tennis or basketball? I like tennis better.
3. あなたはどの科目が一番好きですか。
4. あなたは数学と英語ではどちらを一生懸命に勉強しますか。
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[解答 91]
1. 東京と大阪ではどちらが大きいですか。東京です。
2. この犬とあの犬ではどちらが大きいですか。この犬です。
3. この花とあの花ではどちらが美しいですか。あの花です。
[解答 92]
1. Which is higher, Mt. Asama or Mt. Aso? Mt. Asama is.
2. Which is more famous, Mt. Aso or Mt. Fuji?
[解答 93]
1. この犬はこの町でもっとも大きい犬の 1 つです。
2. 京都は日本でもっとも美しい都市の 1 つです。
3. This is one of the highest buildings in the world.
[解答 94]
1. the largest, in
2. bigger than any other
[解答 95]
1. 私は本を読むことが好きだ。
2. 彼は川で泳ぐことが好きだ。
3. 私はりんごを食べたい。
4. あなたはピアノを弾きたいですか。
[解答 96]
1. 何か食べるもの

2. 何か読むもの 3. 何か飲むもの

[解答 97]
1. 私にはなすべき多くのことがある。
2. 私は何か食べるものがほしかった。
3. 京都には訪問すべき多くのよい場所がある。
[解答 98]
1. 彼は勉強するためにアメリカへ行った。
2. ナンシーは私に会うためにここに来た。
3. 私は窓を開けるために窓の所に行った。
[解答 99]
1. 私はあなたに会えてうれしい。
2. 私はそのニュースを聞いて驚いた。
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4. 読むための本 5. 住むための家

[解答 100]
1. 形容詞的用法
6. 名詞的用法

2. 副詞的用法 3. 形容詞的用法

4. 名詞的用法

7. 名詞的用法 8. 副詞的用法

[解答 101]
1. 英語を話すことは難しい。
2. 彼にとってピアノを弾くことはやさしくはない。
3. 私達にとって泳ぐことは楽しい。
[解答 102]
1. It is fun for me to play the guitar.
2. It is easy for them to read this book.
3. It isn’t easy for us to speak English.
[解答 103]
1. 彼は私に座るようにたのんだ。
2. 私は彼に手伝ってくれるようにたのんだ。
3. 母は私に手伝うように言った。
4. 私は彼に窓を開けるように言った。
5. 私はあなたにそこへ行ってもらいたい。
[解答 104]
1. I asked him to play the piano.
2. My father told me to study hard.
3. I want you to sing a song.
[解答 105]
1. Father asked me to wash the car.
2. She asked her son to put the dishes on the table.
[解答 106]
1. He told me to open the window.
2. I told him to get up early.
[解答 107]
1. 私は車の運転のしかたを知っている。
2. 私はテニスのしかたを知らない。
3. あなたはその質問にどのように答えたらよいか分かりますか。
[解答 108]
1. I don’t know how to play the guitar.
2. He didn’t know how to study English.
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5. 副詞的用法

[解答 109]
1. 彼女はどうしたらよいか分からなかった。
2. 彼は何といったらよいか分からなかった。
3. 私は母に何を買ってやったらよいか分からない。
4. She didn’t know what to make.
5. I don’t know what to read.
[解答 110]
1. 彼は疲れすぎていて動けなかった。
2. 彼女は忙しすぎて外出できない。
3. 英語は私には難しすぎてよく理解できない。
[解答 111]
1. I was too hungry to walk.
2. He was too exited to sleep.
[解答 112]
1. あなたはピアノを弾くことが好きですか。
2. 彼女は本を読むことを楽しんだ。
3. 私は本を読むのを止めた。
[解答 113]
1. I like playing the piano.
2. I enjoyed running.
[解答 114]
1. reading 2. to swim, swimming 3. to see 4. running 5. writing
[解答 115]
1. It is difficult to study English.
2. Playing tennis is easy for me.
[解答 116]
1. 私を招待してくれてありがとう。どういたしまして。
2. 私は本を読むことに興味がある。
3. 彼は英語を話すのが得意だ。
4. 私はテニスをするのが好きだ。
5. 彼女は何も言わないで部屋から出ていった。
6. テニスをしませんか。
7. 私はまたあなたに会うのを楽しみにしています。
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[解答 117]
1. 走っている少年
2. 泳いでいる少女
[解答 118]
1. 川で泳いでいる少年
2. ベッドで寝ている少年
3. 本を読んでいる少女を知っていますか。
4. 恵子には大阪に住んでいるおばがいる。
[解答 119]
1. I know the boy studying English.
2. Do you know the woman playing tennis?
3. That man reading a book is my father.
[解答 120]
1. 冷やされたミルク
2. アフリカからつれてこられた動物
3. 私はナンシーによって書かれた手紙をもっている。
4. 私は昨日私たちに与えられた宿題をしなければならない。
[解答 121]
1. This is a car made in Japan.
2. This is a book written in English.
3. This is a car washed by Sam yesterday.
[解答 122]
1. この手紙は彼によって書かれた。 2. その窓は彼によってこわされた。
3. 私は彼に助けられた。
[解答 123]
1. Hanako is liked by him. 2. This letter was written by him.
3. The room was cleaned by Taro.
[解答 124]
1. Is Jane liked by him?
2. Jane isn’t liked by him.
[解答 125]
1. English is spoken in America.
2. You will be helped by him.
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3. I was given a pen by her.
4. A pen was given me by her.
5. The dog was named Pochi by him.
[解答 126]
1. at 2. in

3. to 4. of 5. from 6. with 7. with 8. with

[解答 127]
1. I have finished my homework.
2. She has not cleaned her room.
3. Have you written the letter?
[解答 128]
1. ナンシーはちょうどその駅に着いたところだ。
2. 私はすでに絵を描いてしまった。
3. 彼はまだその手紙を書いていない。
4. あなたはもうあなたの部屋を掃除してしまいましたか。
[解答 129]
1. I have just finished writing a letter.
2. Taro has already cleaned the board.
3. I have not done my homework yet.
4. Have you written the letter yet?
[解答 130]
1. 私はこの果物を一度も食べたことがない。
2. あなたは今までに京都を訪問したことがありますか。
[解答 131]
1. 私たちはお互いに知り合ってから 2 週間になる。
2. 私はこの前の夏からずっと彼に会っていない。
3. あなたはどれくらいの間ここにいますか。
4. I have lived here since last year.
5. He has been in Kyoto for two weeks.
解答 132]
1. 私たちに英語を教えている先生
2. 本を読んでいる少女
3. 英語をとても上手に話すことができるその男を私は知っている。
4. この手紙を書いた少年はトムだ。
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[解答 133]
1. Taro has a friend who can speak both English and French.
2. I know the man who is interested in swimming.
3. The boy who is playing the guitar is Sam.
[解答 134]
1. Do you know the boy who is swimming in the river ?
2. The girl who is playing tennis is Nancy.
[解答 135]
1. とても上手に泳ぐ犬
2. これは日本でつくられた自動車だ。
3. 父は 4 つのドアのある自動車をもっている。
4. むこうを走っているその犬を見なさい。
[解答 136]
1. She has a dog which runs very fast.
2. Look at the robot which can speak beautiful English.
3. The building which stands on the hill is our school.
[解答 137]
1. who 2. who 3. which 4.which
[解答 138]
1. 彼は速く走る犬を飼っている。
2. 私には東京に住んでいる兄弟がいる。
3. This is a robot that can climb a tree.
[解答 139]
1. 彼には彼がとても愛しているガールフレンドがいる。
2. 花子は私が会いたい少女だ。
3. これは私が知り合ってから 5 年になる女性だ。
4. 私たちが会う予定のその男はとても有名だ。
5. 私はきのうトムが話していた少年を知らない。
[解答 140]
1. He has a sister whom I like very much.
2. She is a girl whom I met in the library.
3. Mr.Mori whom we like is a teacher.
4. Do you know the boy whom I invited to the party?
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[解答 141]
1. これは私の父が昨日私にくれた本だ。
2. カナダは来月私が訪問する予定の国だ。
3. あなたがその店で買ったその本はいくらですか。
4. 私が昨夜読んだ本はとてもおもしろかった。
5. ナンシーが公園で見た鳥はとてもかわいかった。
[解答 142]
1. She gave me a picture which she painted.
2. This is a camera which my father bought me.
3. Is this the book which you bought yesterday ?
[解答 143]
1. which 2. whom 3. who 4. which 5. who 6. which
[解答 144]
1. 私はサムという名前の少年を訪問した。
2. 私にはその父親が医者である友達がいる。
[解答 145]
1. I saw a girl whose eyes were blue.
2. Jane is a girl whose hair is black.
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