
【新二年生用】第3章　動詞と時制 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。

(1) She (　　) (　　) the piano now.

彼女は今，ピアノをひいています。  　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) Our baby (　　) (　　) bigger every day.

うちの赤ん坊は，日に日に大きくなってきている。  　　　　　　　   　　　　　　　(2) 

(3) I (　　) (　　) you my answer tomorrow.

明日返事をします。  　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) My brother (　　) (　　) twenty next year.

私の兄は来年20歳になります。  　　　　　　　   　　　　　　　(4) 

(5) These days, I (　　) (　　) a lot of vegetables.

このごろ私は，野菜をたくさん食べています。  　　　　　　　   　　　　　　　(5) 

[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。

(6) The earth (　　) around the sun.

地球は太陽の周りを回る。

①gone    ②go    ③went    ④goes     　　　　　　　(6) 

(7) I usually (　　) my bicycle to school.

私はたいてい自転車で通学した。

①was riding    ②ride    ③rode    ④rides     　　　　　　　(7) 

(8) We (　　) tennis at this time tomorrow.

明日の今ごろは，私たちはテニスをしているだろう。

①will be playing    ②are going playing    ③will being play    ④will be play     　　　　　　　(8) 

(9) I (　　) TV around noon.

正午ごろ，私はテレビを見ていた。

①was watching    ②am watching    ③watched    ④watches     　　　　　　　(9) 

(10) The soccer game (　　) start.

サッカーの試合が始まろうとしている。

①is about to    ②will be    ③is point to    ④is to about     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) 雨が降るだろう。

( to / going / rain / it's ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) メグはいつもお菓子を食べてばかりいる。

( is constantly / Meg / snacks / eating ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13)  君は6時に家に帰ってくると思っていたよ。

( were / I / coming / thought / you / home ) at six.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 明日晴れたら，泳ぎに行こうよ。

( is / tomorrow / if / it / fine ), let's go swimming.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 来週，彼を空港に迎えに行くことになっている。

I ( him / the airport / will / at / meeting / be ) next week.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第3章　動詞と時制 総合英語Evergreen

(1) is playing [Part 2-1　現在形と現在進行形〈Target例文〉]

(2) is getting [Part 3-2　進行形の注意すべき用法〈Target例文〉]

(3) will give [Part 2-3　未来を表す表現〈Target例文〉]

(4) will be [Part 2-3　未来を表す表現〈Target例文〉]

(5) am eating [Part 2-1　現在形と現在進行形〈Target例文〉]

(6) ④ [Part 2-1　現在形と現在進行形〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 2-2　過去形と過去進行形〈Target例文〉]

(8) ① [Part 2-3　未来を表す表現〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-2　過去形と過去進行形〈Target例文〉]

(10) ① [Part 3-3　未来を表すさまざまな表現〈Target例文〉]

(11) It's going to rain . [Part 2-3　未来を表す表現〈Target例文〉]

(12) Meg is constantly eating snacks . [Part 3-2　進行形の注意すべき用法〈Target例文〉]

(13) I thought you were coming home  at six. [Part 3-3　未来を表すさまざまな表現〈Target例文〉]

(14) If it is fine tomorrow , let's go swimming. [Part 3-1　時や条件を表す接続詞の後で用いる現在形〈Target例文〉]

(15) I will be meeting him at the airport  next week. [Part 2-3　未来を表す表現〈Target例文〉]


