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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。
(1) 私のおばは昨年，中国に住んでいた。
(1)
(2) 明日，私たちはバーベキューをすることになっています。
(2)
(3) 私の母は小さなレストランを営んでいます。
(3)
[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。
(4) He (

)(

)(

) to me.
(4)

彼は私にうそをついてばかりいた。
(5) I'm (

) for the bus.
(5)

私はバスを待っています。
(6) She's (

) in New York.
(6)

彼女はニューヨークに住んでいます。
[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) 地球は太陽の周りを回っている。
( earth / the sun / around / the / goes ).
(7)
(8) あなたが私に電話をしたとき，私は入浴中だった。
( when / was / a / I / bath / taking ) you called me.
(8)
(9) タクが戻ったら会議を始めます。
We'll start ( back / when / meeting / comes / Taku / the ).
(9)
[Ｄ] 日本語の意味に合うように，（

）に適切な語を入れなさい。

(10) 明日は暑くなるだろう。
It (

)(

) hot tomorrow.

(11) 彼はいつも怒ってばかりいる。
He (
)(
)(
) angry.
[Ｅ] ［

(10)

(11)

］内から適切な語句を選び，英文を完成させなさい。

(12) He [ is talking / talks ] to his friend on the phone now.
(12)
(13) My father [ tells / told ] me about his high school days last night.
(13)
[Ｆ] 次の英文の誤りを正しなさい。
(14) I am remembering the happy days we spent together.
(14)
[Ｇ] 次の日本語を英語にしよう。
(15) 私はバドミントン部に入部するつもりです。
(15)

解

答
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(1) My aunt was living in China last year. [3.4 過去進行形〈Key Sentences〉]
(2) We'll be having a barbecue tomorrow. [3.5 これからのことを表す表現〈Key Sentences〉]
(3) My mother runs a small restaurant. [3.1 現在形〈Key Sentences〉]
(4) was constantly lying [3.4 過去進行形〈Key Sentences〉]
(5) waiting [3.2 現在進行形〈Key Sentences〉]
(6) living [3.2 現在進行形〈Key Sentences〉]
(7) The earth goes around the sun . [3.1 現在形〈Key Sentences〉]
(8) I was taking a bath when you called me. [3.4 過去進行形〈Key Sentences〉]
(9) We'll start the meeting when Taku comes back . [3.6 whenやifに続く文で使う現在形〈Key Sentences〉]
(10) will be [3.5 これからのことを表す表現〈確認問題集〉]
(11) is always getting [3.2 現在進行形〈確認問題集〉]
(12) is talking [3.2 現在進行形〈確認問題集〉]
(13) told [3.3 過去形〈確認問題集〉]
(14) am remembering → remember [3.1 現在形〈確認問題集〉]
(15) I'm going to join the badminton club. [3.5 これからのことを表す表現〈確認問題集〉]

