
A　一般動詞（３人称・単数）の文  

1	〈３人称・単数・現在形〉　次の動詞の 3人称・単数・現在形を書きなさい。
□⑴　know 　　　　　　　 □⑵　study 　　　　　　　 □⑶　go 　　　　　　　

□⑷　want 　　　　　　　 □⑸　speak　　　　　　　　 □⑹　live 　　　　　　　

□⑺　take 　　　　　　　 □⑻　have 　　　　　　　 □⑼　read　　　　　　　　

2	〈一般動詞（３人称・単数）〉　絵を見て，「～は…します」という文を作るとき，　　に適する語を書きなさ
い。

□⑴　Ken 　　　　　　　 soccer. □⑵　He 　　　　　　　 his room.

□⑶　Emi 　　　　　　　 her mother. □⑷　She 　　　　　　　 to music.

3	〈s，esの発音〉　次の語の下線部の発音が [s]ならア，[z]ならイ，[ɪz]ならウを書きなさい。

□⑴　helps 〔　　　〕　　　□⑵　comes 〔　　　〕　　　□⑶　makes 〔　　　〕

□⑷　listens　〔　　　〕　　　□⑸　plays 〔　　　〕　　　□⑹　watches 〔　　　〕

4	〈一般動詞（３人称・単数）〉　次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。
□⑴　He 　　　　　　　 music very much.　（like）

□⑵　She 　　　　　　　 tennis.　（play）

□⑶　Tom 　　　　　　　 a big bag.　（have）

□⑷　Yoko 　　　　　　　 in Kyoto.　（live）

□⑸　My mother 　　　　　　　 dinner.　（make）

5	〈一般動詞の文〉　次の文の（　）内から適するものを選び，記号を○でかこみ，日本文になおしなさい。
□⑴　I （ア go　イ goes） to school by bus.

　　　（ ）

□⑵　He （ア has　イ have） three dogs.

　　　（ ）

□⑶　Yumi （ア use　イ uses） that computer.

　　　（ ）

□⑷　His brother （ア watch　イ watches） TV every day.

　　　（ ）
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B　否定文  

1	〈否定文〉　次の文を否定文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
□⑴　Yuki plays tennis.

　　→ Yuki 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 tennis.

□⑵　Jim likes cats.

　　→ Jim 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 cats.

□⑶　Ken knows my father.

　　→ Ken 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 my father.

□⑷　Mr. White teaches P.E.

　　→ Mr. White 　　　　　　　 　　　　　　　 P.E.

□⑸　My brother has a new computer.

　　→ My brother 　　　　　　　 　　　　　　　 a new computer.

□⑹　He goes to the park.

　　→ He 　　　　　　　 　　　　　　　 to the park.

2	〈否定文〉　次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
□⑴　トムはこの自転車を使いません。

　　　Tom 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 this bike.

□⑵　彼女は数学を勉強しません。

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 math.

□⑶　私の弟は本を読みません。

　　　My brother 　　　　　　　 　　　　　　　 books.

□⑷　私の姉は昼食を作りません。

　　　My sister 　　　　　　　 　　　　　　　 lunch.

3	〈否定文〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえなさい。
□⑴　彼女はテレビを見ません。　She （watch / not / TV / does）.

　　　She  .

□⑵　メアリーは日本語を話しません。　Mary （Japanese / speak / doesn’t）.

　　　Mary  .

□⑶　ジョンは彼の部屋をそうじしません。　John （his / clean / doesn’t / room）.

　　　John  .

4	〈否定文〉　次の英文を日本文になおしなさい。
□⑴　She does not play the f lute.

　　　（ ）

□⑵　He does not have any dogs.

　　　（ ）

□⑶　Emi doesn’t get up early.

　　　（ ）

5554

0048-0077_1_新中問英語1年_演習編.indd   54 2020/09/11   13:33



C　疑問文  

1	〈疑問文〉　次の文を疑問文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
□⑴　He speaks English.

　　→ 　　　　　　　 he 　　　　　　　 English ?

□⑵　She uses a pen.

　　→ 　　　　　　　 she 　　　　　　　 a pen ?

□⑶　Jim lives in America.

　　→ 　　　　　　　 Jim 　　　　　　　 in America ?

2	〈疑問文と答え方〉　次の文を疑問文に書きかえ，（　）内の語を使って答えなさい。
□⑴　She plays the piano.　（Yes）　　 

   ──  

□⑵　He studies math.　（No）  

   ──  

□⑶　Ms. Sasaki teaches music.　（Yes）　 

   ──  

□⑷　Jim cleans his room.　（No）  

   ──  

□⑸　Your sister goes to school by bus.　（Yes）　 

    ──  

3	〈疑問文と答え方〉　次の英文を日本文になおしなさい。
□⑴　Does Emi listen to music ? ── Yes, she does.

　　　（ ） ── （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□⑵　Does Tom know my name ? ── No, he doesn’t.

　　　（ ） ── （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□⑶　What does Keiko like ? ── She likes milk.

　　　（ ） ── （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□⑷　How many CDs does he have ?  ── He has ten CDs.

　　　（ ） ── （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4	〈疑問文に対する答え方〉　次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
□⑴　A:　Does he want an apple ?

　　　B:　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

□⑵　A:　Does she take pictures ?

　　　B:　No, 　　　　　　　 　　　　　　　.

□⑶　A:　What does your sister study ?

　　　B:　She 　　　　　　　 French.

□⑷　A:　How many birds does Mr. Brown have ?

　　　B:　He 　　　　　　　 two birds.
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1	 次の各組で下線部の発音が同じものには○，異なるものには×を書きなさい。

□⑴
helps 

〔　　　〕
　　　

□⑵
knows　

〔　　　〕
　　　

□⑶
watches　

〔　　　〕
　　　works 　　　　　　　　　　goes 　　　　　　　　　　likes

□⑷
uses  

〔　　　〕
　　　

□⑸
cleans 

〔　　　〕
　　　

□⑹
speaks 

〔　　　〕
　　　lives 　　　　　　　　　　plays 　　　　　　　　　　sings

2	 次の日本文に合う英文になるように，　　に適する語を書きなさい。
□⑴　由紀は放課後テニスをします。

　　　Yuki 　　　　　　　 　　　　　　　 after school.

□⑵　太郎（Taro）は毎日テレビを見ますか。

　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 TV every day ?

□⑶　彼女はねこが好きではありません。犬が好きです。

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 cats.　She 　　　　　　　 dogs.

□⑷　トムは何を勉強しますか。

　　　　　　　　　　 does Tom 　　　　　　　 ?

□⑸　彼女は手に何個のボールを持っていますか。

　　　　　　　　　　 many balls 　　　　　　　 she 　　　　　　　 in her hands ?

3	 次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。なおす必要がないものはそのまま書きなさ
い。また，完成した英文を日本文になおしなさい。

□⑴　My aunt 　　　　　　　 in Osaka.　（live）

　　　（ ）

□⑵　Your brother 　　　　　　　 to school by bus.　（go）

　　　（ ）

□⑶　Jane sometimes 　　　　　　　 in the park.　（run）

　　　（ ）

□⑷　My sister and I 　　　　　　　 our mother.　（help）

　　　（ ）

4	 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえなさい。
□⑴　I know your brother’s name.　〔下線部を Jimにかえた文に〕

　　　 

□⑵　My sister gets up early.　〔否定文に〕

　　　 

□⑶　Ms. Sasaki teaches social studies.　〔疑問文に〕

　　　 

□⑷　She wants a new bike.　〔下線部をたずねる文に〕

　　　 

演習問題1

5756

0048-0077_1_新中問英語1年_演習編.indd   56 2020/09/11   13:33



1	 絵を見て，次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
□⑴ A:　Does Yoko play basketball ?

   B:　Yes, 　　　　　　　 　　　　　　　.

□⑵ A:　Does Ken go to school by bus ?

   B:　　　　　　　　, 　　　　　　　 　　　　　　　.

□⑶ A:　How many dogs does Akiko have ?

   B:　She 　　　　　　　 　　　　　　　 dogs.

2	 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，　　に適する語を書きなさい。

□⑴
Ms. Takahashi is a music teacher.

　　　Ms. Takahashi 　　　　　　　 music.

□⑵
He is a good basketball player.

　　　He 　　　　　　　 basketball 　　　　　　　.

3	 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を並べかえて，全文を書きなさい。
□⑴　彼はお父さんのコンピュータを使いません。 （does / his / use / he / computer / not / father’s / . ）

　　　 

□⑵　恵美は私の兄をよく知っています。　（well / my / Emi / brother / knows / . ）

　　　 

□⑶　彼女は毎日朝食を作りますか。　（she / does / every / breakfast / make） day ?

　　　 

□⑷　トムは放課後何をしますか。　（after / do / does / Tom / what） school ?

　　　 

4	 次の日本文を英文になおしなさい。
□⑴　彼は古い自転車を 1台持っています。

　　　 

□⑵　私の父はテレビを見ません。

　　　 

□⑶　あなたのお姉さんはスポーツが好きですか。
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