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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) The earth goes around the sun.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) I'm seeing Bill tonight.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) If it is warm tomorrow, we'll go to the beach.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) The weather (　　) getting worse.

天気が悪くなってきている。

①be    ②is    ③are    ④were     　　　　(4) 

(5) I (　　) to a movie yesterday.

私は昨日，映画を観に行った。

①looked    ②watched    ③went    ④saw     　　　　(5) 

(6) I'm (　　) to join the badminton club.

私はバドミントン部に入部するつもりです。

①going    ②will    ③coming    ④likely     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) 私はバスを待っています。

( bus / for / waiting / the / I'm ).
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) ジョーンズさんはとても怒っているようだった。

Mr. Jones ( very / looked / angry ).
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 明日のこの時間，私はテストのための勉強をしているでしょう。

( for / at / I'll / the / be / studying / exam ) this time tomorrow.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) 彼は来月仕事を始めます。

He (　　) his job next month.  　　　　　　　(10) 

(11) 私は最近，学校に徒歩で通っている。

(　　) (　　) to school nowadays.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 彼女は午前中ずっと子どもたちと遊んでいた。それで午後は少し疲れていたんだ。

She (　　) (　　) with her children all morning. So she was a littletired in the afternoon.  　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 彼はまもなくそこに着くだろう。

He (　　) (　　) there soon.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) あの黒い雲を見て。もうすぐ雨が降りそうだよ。

Look at those dark clouds. (　　) (　　) (　　) rain soon.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(15) 来週，彼は仕事でニューヨークに行く。

( on / is / New York / going / he / to / business ) next week.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 地球は太陽の周りを回っている。 [3.1 現在形〈Key Sentences〉]

(2) 私は今夜ビルに会います。 [3.2 現在進行形〈Key Sentences〉]

(3) もし明日が暖かければ，私たちは浜辺に行きます。 [3.6 whenやifに続く文で使う現在形〈Key Sentences〉]

(4) ② [3.2 現在進行形〈Key Sentences〉]

(5) ③ [3.3 過去形〈Key Sentences〉]

(6) ① [3.5 これからのことを表す表現〈Key Sentences〉]

(7) I'm waiting for the bus . [3.2 現在進行形〈Key Sentences〉]

(8) Mr. Jones looked very angry . [3.3 過去形〈Key Sentences〉]

(9) I'll be studying for the exam at  this time tomorrow. [3.5 これからのことを表す表現〈Key Sentences〉]

(10) starts [3.1 現在形〈Check問題〉]

(11) I'm walking [3.2 現在進行形〈Check問題〉]

(12) was playing [3.4 過去進行形〈Check問題〉]

(13) will get[arrive] [3.5 これからのことを表す表現〈Check問題〉]

(14) It's going to [3.5 これからのことを表す表現〈Check問題〉]

(15) He is going to New York on business next week. [3.2 現在進行形〈確認問題集〉]


