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英語の音を聞いてみよう
●英語には，日本語と同じように発音できない音がある。下の例を見て，音声を聞きながら繰

く

り返し発音し， 
英語の音になれよう。

Ａ　特
とく

徴
ちょう

的
てき

な英語の音の例
　 1
　

　 2
　

　 3
　

音声

動画

æ

cat hat bat

 ɑ 

stop fox box

 ʌ 

bus cut cup

 l 

lunch lemon look

 r 

rice run ring

w

watch wash woman

æ は日本語の 「エ」 と 「ア」 をいっしょ
にしたような音を，口を横に大きく開けて，
のどの奥を緊

きん

張
ちょう

させて出す。

ɑ は日本語の 「オ」 とちがい，発音する
瞬
しゅん

間
かん

に口を大きく開け，のどに近いところ
で 「ア」 と発音する。

 ʌ は口をあまり開けずに，日本語の 「ア」  
と 「オ」 の中間のような音を短く出す。

日本語の 「ラリルレロ」 は，舌の先で歯ぐ
きを一音ごとにたたいて発音する。
一方， l は舌の先を上の歯ぐきにつけたまま，
舌の両側から声が外に出るように発音する。

 r は直前に日本語の 「ウ」 を軽くそえる
ようにして発音するとよい。 唇

くちびる

を丸めて
やや突

つ

き出した状態で，舌が口の中のどこ
にも触

ふ

れないようにして声を出す。

w は日本語の 「ワ」 よりも唇を丸めるよ
うにして，強めに声を出す。「ウ」 と区別
して練習しよう。

英語の発音
英語の発音 音声・動画ページ　https://www.kyo-kai.co.jp/ep/E20/top.html

P.4〜7
音声・動画

 や   のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声や動画が利用できます。QRコードからも同じ音声や動画が利用でき
ます。（「英語の発音」は，教材選択が必要です。WEB上で mc1  を選択してください。）
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〇学習内容　一般動詞の文（ ３人称・単数）/ 否定文 / 疑問文

SECTION   1 　一般動詞の文（３人称・単数）
Ａ　主語が３人称・単数の一般動詞の文
　60　He likes music. 彼は音楽が好きです。

　ア　 3人称・単数……  I（ 1人称），you（ 2人称）以外の単数を 3 人称・単数という。

　　　　3人称・単数の例：he（彼は）， she（彼女は）， it（それは）， Ken（健は）， Yumi（由美は），
　　　　 my brother（私の兄〔弟〕は）， my friend（私の友だちは）など

　イ　主語が 3人称・単数の文……主語が 3人称・単数のときは，一般動詞の語尾に sまたは esをつける。

　　　　I  like soccer. （私はサッカーが好きです。）

　　　　　　　  　一般動詞の語尾に sをつける。

　　　　Ken likes  soccer.　（健はサッカーが好きです。）

Ｂ　一般動詞の s， esのつけ方

　61　She likes dogs. 彼女は犬が好きです。

　62　He plays the guitar. 彼はギターを弾きます。

　63　Yumi goes to school by bus. 由美はバスで学校に行きます。

　64　My brother has five CDs. 私の兄〔弟〕はCDを 5枚持っています。

　ア　一般動詞の s，esのつけ方

　　⒜　ふつうの語 → 語尾に sをつける

　　　　　like → likes， play → plays， 
　　　　　help（～を手伝う） → helps

　　⒝　語尾が s， x， sh， ch， oの語 → 語尾に esをつける

　　　　　watch（～を見る） → watches， go（行く） → goes，
　　　　　teach（～を教える） → teaches

　　⒞　語尾が〈子音字＋ y〉の語 → yを iにかえて esをつける

　　　　　study → studies， carry（～を運ぶ） → carries

　　⒟　不規則に変化するもの

　　　　　have → has

　イ　よく使われる表現

　　　　Jim goes to  the library. （ジムは図書館へ行きます。）

　　　　Kumi listens to  music. （久美は音楽を聞きます。）

　　　　注意　 theの使い方：状況から何のことかわかっている場合や，すでに前に出

てきた名詞には，「その～」の意味で theをつける。日本語には訳さない

ことが多い。

I have a new hat.  This is the  hat.　（私は新しいぼうしを持っています。これがそのぼうしです。）

一般動詞に s，esのついた形を 3
人称・単数・現在形という。

s, esの発音

㋐　 k， p， f， tなどのあと→ s
　　likes, helps
㋑　 s， z， ʃ， tʃ， dʒ など
　　のあと→ ɪz
　　watches, uses
㋒　その他→ z　
　　plays, lives（住む）

go to ～　～へ行く
come to ～　～に来る
listen to ～　～を聞く
look at ～　～を見る

UnitUnit 一般動詞（３人称・単数）10
基本文音声
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Unit 10　一般動詞（３人称・単数）

Ａ 1 〈一般動詞（３人称・単数）〉　絵を見て，例にならい，「～は…が好きです」という文を完成させなさい。

　　〔例〕　She likes music.

　　⑴　Tom 　　　　　　　 tempura.

　　⑵　My 　　　　　　　 　　　　　　　 math.

　　⑶　My 　　　　　　　 　　　　　　　 milk.

　　2  〈一般動詞（３人称・単数）〉　次の文の下線部を（　）内の語句にかえて書きかえるとき，　　に適する語
を書きなさい。

　　⑴　I like soccer.　（He） → He 　　　　　　　 soccer.

　　⑵　You like tennis.　（ Yumi） → 　　　　　　　 　　　　　　　 tennis.

　　⑶　We like animals.　（My mother） → 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 animals.

Ｂ 1 〈s, esのつけ方〉　次の動詞の３人称・単数・現在形を書きなさい。

　　⑴　help 　　　　　　　　　　⑵　play 　　　　　　　　　　⑶　go 　　　　　　　

　　⑷　teach 　　　　　　　　　　⑸　study 　　　　　　　　　　⑹　have 　　　　　　　

　　2 〈s, esのつけ方〉　絵を見て，例にならい，「～は毎日…します」という文を完成させなさい。

　　〔例〕　He plays the f lute every day.

　　⑴　Erika 　　　　　　　 TV every day.

　　⑵　My brother 　　　　　　　 English every day.

　　⑶　Ms. Okada 　　　　　　　 this bag every day.

　　3 〈s, esのつけ方〉　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　田中先生はバスで学校に行きます。　　Mr. Tanaka 　　　　　　　 to school by bus.

　　⑵　私の姉は音楽を聞きます。 My sister 　　　　　　　 to music.

語句  

□ by bus　バスで（〈by＋乗り物名〉で交通手段を表す）

〔例〕

he / play

⑴

Erika / watch

⑵

my brother / study

⑶

Ms. Okada / use

〔例〕

she

⑴

Tom

⑵

my sister

⑶

my cat
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SECTION   2 　否定文
Ａ　一般動詞（３人称・単数）の否定文
　65　He does not play soccer.   彼はサッカーをしません。

　66　She doesn’t play the piano.  彼女はピアノを弾きません。

否定文……主語が ３人称・単数のとき，一般動詞の否定文は〈主語＋does not〔doesn’t〕＋動詞の原形～.〉

で表す。

　〈ふつうの文〉　He plays soccer.

                                                動詞を原形にもどす。

　〈否　定　文〉　He  does not   play soccer.

                                       動詞の前に does not〔doesn’t〕を置く。

　〈ふつうの文〉　She studies English. （彼女は英語を勉強します。）

　　                                           動詞を原形にもどす。

　〈否　定　文〉　She  doesn’t   study English. （彼女は英語を勉強しません。）

　　                                    動詞の前に doesn’t〔does not〕を置く。

　 よく使われる動詞 　

　Eri helps her mother.　（恵理はお母さんを手伝います。）

　Jiro watches TV. （次郎はテレビを見ます。）

Ｂ　一般動詞の否定文の比較
　67　I do not〔don’t〕 like milk.    私は牛乳が好きではありません。

　68　She does not〔doesn’t〕 like coffee.  彼女はコーヒーが好きではありません。

一般動詞の否定文の比較

⒜　主語が I・youまたは複数 → doを使う

　　　I do not like milk. （私は牛乳が好きではありません。）

　　　You don’t like milk. （あなたは牛乳が好きではありません。）

　　　We do not play tennis. （私たちはテニスをしません。）

　　　They don’t play soccer. （彼らはサッカーをしません。）

⒝　主語が ３人称・単数 → doesを使う

　　　She does not like coffee. （彼女はコーヒーが好きではありません。）

　　　He doesn’t like coffee. （彼はコーヒーが好きではありません。）

　　　My mother does not play the guitar.　（私の母はギターを弾きません。）

　　　My father doesn’t play the piano. （私の父はピアノを弾きません。）

動詞の原形

「動詞の原形」とは，sや esを
つけないもとの形のこと。

help 「～を手伝う」 teach 「～を教える」

watch 「～を見る」 make 「～を作る」

read 「（～を）読む」 run 「走る」

walk 「歩く」  live 「住む，住んでいる」

一般動詞の否定文

主語によって，do / does
を使い分ける。

run walk
read
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Unit 10　一般動詞（３人称・単数）

Ａ 1 〈否定文〉　絵を見て，例にならい，「～は…しません」という文を完成させなさい。

〔例〕

she / play

⑴

Yuta / study

⑵

my mother / like

⑶

Koro / want

〔例〕　She does not play the guitar.

⑴　Yuta 　　　　　　　 　　　　　　　 study English.

⑵　My mother 　　　　　　　 　　　　　　　 like dogs.

⑶　Koro 　　　　　　　 not 　　　　　　　 a ball.

　　2 〈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　My sister knows Mr. Suzuki.

　→ My sister 　　　　　　　 　　　　　　　 know Mr. Suzuki.

⑵　Ken helps his mother.

　→ Ken 　　　　　　　 not 　　　　　　　 his mother.

⑶　Jane studies Japanese.

　→ Jane 　　　　　　　 　　　　　　　 Japanese.

　　3 〈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　恵美はピアノを弾きません。

　　Emi 　　　　　　　 　　　　　　　 play the piano.

⑵　グリーン先生は数学を教えません。

　　Ms. Green 　　　　　　　 　　　　　　　 teach math.

⑶　友也はテレビを見ません。

　　Tomoya 　　　　　　　 　　　　　　　 TV.

⑷　私の兄は動物が好きではありません。

　　My brother 　　　　　　　 　　　　　　　 animals.

Ｂ〈一般動詞の否定文〉　次の文の（　）内から適するほうの語を選び，記号で答えなさい。
⑴　I （ ア　do　　イ　does ） not make lunch. 〔　　　〕

⑵　Mr. Tanaka （ ア　do　　イ　does ） not eat natto. 〔　　　〕

⑶　Miyuki and Kenta （ ア　do　　イ　does ） not play tennis. 〔　　　〕

⑷　You （ ア　don’t　　イ　doesn’t ） read comics. 〔　　　〕

⑸　My father （ ア　don’t　　イ　doesn’t ） speak English. 〔　　　〕

語句  

□ lunch　昼食
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SECTION   3 　疑問文
Ａ　一般動詞（３人称・単数）の疑問文
　69　Does Ken play baseball ?   健は野球をしますか。

　　　── Yes, he does.    ── はい，します。

　　　 No, he does not〔doesn’t〕. いいえ，しません。

ア　疑問文……主語が ３ 人称・単数のとき，一般動詞の疑問文は主語の前にDoesを置き，〈Does＋主語＋

動詞の原形～ ?〉で表す。

　　　〈ふつうの文〉 Ken plays baseball. （ ）

                                                 原形にもどす。

　　　〈疑　問　文〉　Does  Ken play baseball ? （ ）

                                    主語の前に Doesを置く。

イ　答え方……Does ～ ?には，Yes, ～ does. / No, ～ does not〔doesn’t〕.で答える。

　　　Does  Yumi play tennis ? （由美はテニスをしますか。）

　　　── Yes, she does . / No, she does not〔doesn’t〕.　（はい，します。/ いいえ，しません。）

　　　〈一般動詞の疑問文の比較〉　主語によって do / doesを使い分ける。

　　　　⒜　主語が I・youまたは複数 → doを使う

　　　　　　Do you play soccer ? （あなたはサッカーをしますか。）

　　　　　　Do you and Ken play tennis ?　（あなたと健はテニスをしますか。）

　　　　⒝　主語が ３人称・単数 → doesを使う

　　　　　　Does Ken play soccer ?  （健はサッカーをしますか。）

Ｂ　疑問詞で始まる一般動詞（３人称・単数）の疑問文
　70　What does your sister like ?  あなたのお姉さん〔妹さん〕は何が好きですか。

　　　── She likes tennis.   ── 彼女はテニスが好きです。

　71　How many CDs does Mike have ? マイクは CDを何枚持っていますか。

　　　── He has ten CDs.   ── 彼は CDを₁₀枚持っています。

疑問詞で始まる疑問文……〈疑問詞＋does＋主語＋動詞の原形～ ?〉で表す。疑問詞のある疑問文に答えると

きは，Yes, Noを使わずに，たずねられた内容を具体的に答える。

 Does your sister like tennis ? （ ）  Does Mike have ten CDs ? （ ）

　What  does your sister like ? （ ） How many CDs  does Mike have ? （ ）

　── She likes tennis . ── He has ten CDs .

                         動詞に sをつける。                                     具体的に数を答える。

注意

主語が ３人称・単数の否定文，
疑問文では，動詞は必ず原形に
する。

いくつ何を
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Unit 10　一般動詞（３人称・単数）

Ａ 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　Takuya plays soccer.

　→ 　　　　　　　 Takuya play soccer ?

⑵　Miki likes English.

　→ 　　　　　　　 Miki 　　　　　　　 English ?

⑶　Jim studies Japanese.

　→ 　　　　　　　 Jim 　　　　　　　 Japanese ?

⑷　Ayaka speaks English.

　→ 　　　　　　　 Ayaka 　　　　　　　 English ?

　　2 〈疑問文と答え方〉　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　健は野球をしますか。── はい，します。
　　　　　　　　　 Ken play baseball ? ── Yes, he 　　　　　　　.

⑵　恵は牛乳が好きですか。── いいえ，好きではありません。
　　　　　　　　　 Megumi like milk ?

　　── No, she 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑶　あなたの弟さんは夕方テレビを見ますか。── いいえ，見ません。
　　　　　　　　　 your brother watch TV in the evening ?

　　── No, he 　　　　　　　.

Ｂ 1 〈疑問詞で始まる疑問文〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。
⑴　あなたのお母さんは何が好きですか。

　　What （ your mother / does / like） ?

　　What   ?

⑵　さやかは，かばんをいくつ持っていますか。
　　How many bags （ have / does / Sayaka） ?

　　How many bags   ?

　　2 〈疑問詞で始まる疑問文と答え方〉　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　グリーン先生は何を教えていますか。── 彼女は理科を教えています。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 Ms. Green teach ?

　　── She teaches science.

⑵　拓也はハンバーガーをいくつ食べますか。── 彼は ₂つ食べます。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 hamburgers 　　　　　　　 Takuya have ?

　　── He has two.

語句  

□ in the evening　夕方（に）　　
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1 〈一般動詞の文（３人称・単数）〉　次の文の（　）内から適するほうの語を選び，記号を○でかこみなさい。
⑴　I （ ア　like　　イ　likes ） basketball. ⑵　She （ ア　like　　イ　likes ） oranges.

⑶　Aya and Ken （ ア　like　　イ　likes ） juice. ⑷　My mother （ ア　like　　イ　likes ） tea.

2 〈s, esのつけ方〉　次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語を適する形になおして　　に書きなさい。
⑴　私の姉はじょうずに泳ぎます。

　　My sister 　　　　　　　 well.　（ swim）

⑵　さやかは電車で学校に行きます。

　　Sayaka 　　　　　　　 to school by train.　（ go）

⑶　健は図書館で英語を勉強します。

　　Ken 　　　　　　　 English in the library.　（ study）

⑷　斉藤先生は新しい車を持っています。

　　Mr. Saito 　　　　　　　 a new car.　（ have）

3 〈s, esの発音〉　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
runs 

〔　　　〕
　　plays　

⑵
likes　

〔　　　〕
　　lives

⑶
knows　

〔　　　〕
　　comes

⑷
teaches　

〔　　　〕
　　goes

4 〈否定文〉　次の文の下線部を（　）内の語句にかえて書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　I do not like soccer.　（He）

　→ He 　　　　　　　 　　　　　　　 like soccer.

⑵　You do not have a ball.　（ Pochi）

　→ Pochi 　　　　　　　 　　　　　　　 have a ball.

⑶　I don’t study English in the morning.　（Miki）

　→ Miki 　　　　　　　 　　　　　　　 English in the morning.

⑷　We don’t walk to school.　（My brother）

　→ My brother 　　　　　　　 　　　　　　　 to school.

5 〈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　和人はラケットを持っていません。

　　Kazuto 　　　　　　　 　　　　　　　 have a racket.

⑵　私の父は佐藤先生を知りません。

　　My father 　　　　　　　 　　　　　　　 know Mr. Sato.

⑶　エリカは音楽を聞きません。

　　Erika 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 to music.

⑷　田中先生は英語を教えません。

　　Mr. Tanaka 　　　　　　　 　　　　　　　 English.

語句  

□ train　電車　　□walk to ～　～へ歩いて行く　　
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Unit 10　一般動詞（３人称・単数）

6 〈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　Ken helps his mother.

　→ 　　　　　　　 Ken 　　　　　　　 his mother ? 

⑵　Mike lives in Kobe.

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 in Kobe ? 

⑶　Yuka watches soccer on TV.

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer on TV ? 

7 〈疑問文と答え方〉　絵を見て，例にならい，次の対話が成り立つように，　　に適する語を書きなさい。
〔例〕

Miki / play

⑴

Kenta / speak

⑵

your friend / come

⑶

Ayaka / like

〔例〕　Does Miki play the f lute ? ── Yes, she does.

⑴　　　　　　　　 Kenta speak English ? ── No, he 　　　　　　　.

⑵　　　　　　　　 your friend 　　　　　　　 to school by bus ? ── Yes, he 　　　　　　　.

⑶　　　　　　　　 Ayaka 　　　　　　　 cats ? ── No, she 　　　　　　　.

8 〈疑問詞で始まる疑問文と答え方〉　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　あなたのお姉さんは何を演奏しますか。── ピアノを演奏します。

　　　　　　　　　 does your sister play ? ── She 　　　　　　　 the piano.

⑵　あなたのお兄さんは何を読みますか。── 夏
なつ

目
め

漱
そう

石
せき

の本を読みます。

　　　　　　　　　 does your brother read ? ── He 　　　　　　　 Natsume Soseki’s books.

⑶　亜紀はネコを何匹飼っていますか。── ３ 匹飼っています。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 cats does Aki 　　　　　　　 ? ── She has three.

9 〈疑問詞で始まる疑問文の答え方〉　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: What do you study ? 

　　B: I 　　　　　　　 math.

⑵　A: What does Ms. Takano have in her bag ? 

　　B: She 　　　　　　　 some books.

⑶　A: How many hamburgers do you eat ? 

　　B: I 　　　　　　　 two 　　　　　　　.

⑷　A: How many notebooks does Ichiro use ? 

　　B: He 　　　　　　　 five 　　　　　　　.

語句  

□ live in ～　～に住んでいる　　□watch ～ on TV　テレビで～を見る　　□ come to ～　～に来る
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1 次の文の下線部を（　）内の語句にかえて書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。 1

⑴　I play basketball well.　（ Aya’s brother）

　→ Aya’s brother 　　　　　　　 basketball well.

⑵　I have two sisters.　（ Yuka）

　→ Yuka 　　　　　　　 two sisters.

⑶　You study Chinese hard.　（My father）

　→ My father 　　　　　　　 Chinese hard.

⑷　You walk to school.　（Kenta）

　→ Kenta 　　　　　　　 to school.

⑸　I get up early every day.　（My mother）

　→ My mother 　　　　　　　 up early every day.

2 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。 2

⑴　I know Ms. Okada.

　→ I 　　　　　　　 　　　　　　　 know Ms. Okada.

⑵　Mr. Imai teaches math.

　→ Mr. Imai 　　　　　　　 　　　　　　　 teach math.

⑶　Emi’s mother reads English books.

　→ Emi’s mother 　　　　　　　 　　　　　　　 English books.

⑷　Satoru goes to school by bus.

　→ Satoru 　　　　　　　 　　　　　　　 to school by bus.

3 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。 3   Ａ

⑴　あなたはお母さんを手伝いますか。── はい，手伝います。
　　　　　　　　　 you help your mother ? ── Yes, I 　　　　　　　.

⑵　あなたのお兄さんは毎日テレビを見ますか。── いいえ，見ません。
　　　　　　　　　 your brother watch TV every day ? ── No, he 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑶　健と美香は公園へ行きますか。── はい，行きます。
　　　　　　　　　 Ken and Mika go to the park ? ── Yes, they 　　　　　　　.

⑷　マイクは音楽を聞きますか。── いいえ，聞きません。
　　　　　　　　　 Mike 　　　　　　　 to music ? ── No, he 　　　　　　　.

⑸　マイクの妹は日本語を勉強しますか。── いいえ，しません。
　　　　　　　　　 Mike’s sister 　　　　　　　 Japanese ? ── No, she 　　　　　　　.

語句  

□ Chinése　中国語　　□ hard　一生けんめいに
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Unit 10　一般動詞（３人称・単数）

4 次の文を下線部をたずねる文に書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。 3   Ｂ

⑴　Ms. Green has a new computer.

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 Ms. Green 　　　　　　　 ?

⑵　Maki’s father makes breakfast every day.

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 Maki’s father 　　　　　　　 every day ?

⑶　Judy has five classes today.

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 classes 　　　　　　　 Judy have today ?

⑷　Masao has eight pens.

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 pens does Masao 　　　　　　　 ?

5 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。 

⑴　I know Kenta.　〔下線部をMy motherにかえて〕 1

　→ My mother 　　　　　　　 　　　　　　　.

⑵　Takuya comes to school by bus.　〔否定文に〕 2   Ａ

　→ Takuya 　　　　　　　 　　　　　　　 to school by bus.

⑶　Tom runs in the park.　〔疑問文にして Yesで答える文に〕 3   Ａ

　→ 　　　　　　　 Tom 　　　　　　　 in the park ? ── Yes, he 　　　　　　　.

6 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: 　　　　　　　 your father like books ? 3   Ａ

　　B: Yes, 　　　　　　　 does.

⑵　A: 　　　　　　　 does Yuta play ? 3   Ｂ

　　B: He 　　　　　　　 the guitar.

⑶　A: 　　　　　　　 　　　　　　　 birds does Mika’s mother have ? 3   Ｂ

　　B: She has three birds.

7 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。
⑴　私の弟は公園へ行きます。　（ goes / my brother / to the park / .） 1   Ｂ

　　 

⑵　アヤカは私の父を知りません。　（my father / know / Ayaka / doesn’t / .） 2   Ａ

　　 

⑶　上田先生はサッカーが好きですか。── はい，好きです。
　　（Mr. Ueda / soccer / like / does / ?） ── （ he / does / yes /, / .） 3   Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ──  

⑷　和美は何をほしがっていますか。　（ does / want / what / Kazumi / ?） 3   Ｂ

　　 

⑸　彼には姉妹が何人いますか。　（ he / does / how many sisters / have / ?） 3   Ｂ

　　 

語句  

□ todáy　今日（は）
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1 次の文の　　に，（　）内の語を適する形になおして書きなさい。なおす必要がなければそのまま書きなさい。
⑴　You 　　　　　　　 coffee very much.　（ like）

⑵　He 　　　　　　　 the f lute every day.　（ play）

⑶　Mr. Takada always 　　　　　　　 many bags.　（ carry）

⑷　Kenta 　　　　　　　 help his mother.　（ don’t）

⑸　　　　　　　　 your father sometimes go to the park ?　（ do）

⑹　Yes, he 　　　　　　　.　（ do）　〔⑸に答える文〕

2 次の文を〔　〕内の指示にしたがって書きかえるとき，　　に適する語を書きなさい。
⑴　I study math in the evening.　〔下線部を Sheにかえて〕

　→ She 　　　　　　　 math in the evening.

⑵　Your mother swims very well.　〔疑問文にして，Noで答える文に〕

　→ 　　　　　　　 your mother 　　　　　　　 very well ? ── No, she 　　　　　　　.

⑶　My sister watches TV after dinner.　〔否定文に〕

　→ My sister 　　　　　　　 　　　　　　　 TV after dinner.

⑷　Ken’s brother reads comics on the train.　〔下線部をたずねる文に〕

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 Ken’s brother read on the train ?

⑸　Mr. Green has two cars.　〔下線部をたずねる文に〕

　→ 　　　　　　　 　　　　　　　 cars does Mr. Green 　　　　　　　 ?

3 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　恵は毎週，図書館に行きますか。── はい，行きます。
　　　　　　　　　 Megumi 　　　　　　　 to the library every week ?

　　── Yes, she 　　　　　　　.

⑵　あなたのお母さんは手に何を持っていますか。

　　　　　　　　　 does your mother 　　　　　　　 in her hands ?

⑶　あなたのお兄さんはいくつの教科を勉強しますか。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 subjects does your brother study ?

4 次の対話が成り立つように，①～⑤の（　）に適する語を  内から 1 つずつ選び，記号で答えなさい。た
だし，文頭にくる語も小文字で始めています。

Mika: My father plays baseball.  ①（　　　） does your father play ?

Kenji:	 My father ②（　　　） play sports.  He ③（　　　） the piano.

Mika: Do you play the piano, too ?

Kenji:	 No, I ④（　　　）.  I ⑤（　　　） the guitar.

Mika: Really ?  That’s great !

ア　play

イ　plays

ウ　don’t

エ　doesn’t

オ　what

語句  

□ after dinner　夕食後　　□ cómics　（複数形で）マンガ本　　□ on the train　電車に乗って
□ every week　毎週　　□ súbject　教科　　□ sport　スポーツ　　□ That’s great !　それはすごい！
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Unit 10　一般動詞（３人称・単数）

5 次の英文を日本文になおしなさい。⑵・⑶は（　）の部分を補いなさい。

⑴　My sister goes to school by bike.　（ ）

⑵　Does your father watch baseball on TV ? ── Yes, he does.

　　（ ） ── はい，見ます。
⑶　How many lions does this zoo have ?

　　この動物園には（ ）。

6 次の日本文に合う英文になるように，（　）内の語句を並べかえなさい。
⑴　私たちの先生は英語をじょうずに教えます。　（well / our teacher / English / teaches / .）

　　 

⑵　亜矢は長野に住んでいますか。　（ live / Aya / Nagano / does / in / ?）

　　 

⑶　私の弟は新しい自転車をほしがっていません。　（my brother / a new bike / want / doesn’t / .）

　　 

⑷　裕太は朝食に何を食べますか。　（ does / eat / Yuta / what） for breakfast ?

　　　  for breakfast ?

⑸　加藤さんは犬を何匹飼っていますか。　（ does / dogs / Mr. Kato / how many / have / ?）

　　 

7 次の日本文を英文になおすとき，　　に適する語句を書きなさい。
⑴　私の姉は英語がとても好きです。

　　My sister   very much.

⑵　将太（Shota）は私たちの先生を知りません。

　　Shota   our teacher.

⑶　健（Ken）は歩いて学校に行きますか。

　　  to school ?

⑷　さやか（Sayaka）はえんぴつを何本持っていますか。

　　　  Sayaka have ?

8 次の日本文を英文になおしなさい。

⑴　恵美（Emi）は毎日ピアノを弾きます。

　　 

⑵　田中さん（Ms. Tanaka）はネコを ₄匹飼っています。

　　 

⑶　美由紀（Miyuki）は北海道（Hokkaido）に住んでいます。

　　 

⑷　あなたのお父さんは，あなたのお母さんを手伝いますか。
　　 

⑸　拓也（Takuya）の弟は何をほしがっていますか。

　　 

➡ P.207　読解プラス⑷
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1 友だち　次は，優子（Yuko），ケイト（Kate），太郎（Taro）の ₃人が話しているところです。これを読んで，
あとの各問いに答えなさい。 （ ₆点× ₅ ）

Yuko:	 Hi, Kate.  This is Taro.  He is my friend.  Taro, this is Kate.  She is my friend.

Kate: Hi, Taro.  
①

I’m Kate Green.

Taro: Hi, Kate.  I’m Yamamoto Taro.  Are you from Australia ?

Kate: （　②　）  I’m from Canada.  Do you like Canada ?

Taro: （　③　）  I like Canada very much.  I like ＊skiing.

Yuko: I like Canada, too.  I like skiing very much.

　〈注〉　skiing　スキー

⑴　下線部①とほぼ同じ内容を表すように，次の文の  に適する語を書きなさい。

　　My   Kate Green.

⑵　（　②　），（　③　）に最も適するものをア～エから ₁つずつ選び，記号で答えなさい。
　ア　Yes, I am.　　イ　No, I’m not.　　ウ　Yes, I do.　　エ　No, I don’t.

 ②　〔　　　〕　　③　〔　　　〕

⑶　次の各文で，本文の内容と合うものには○，合わないものには×で答えなさい。
　ⓐ　ケイトと太郎は以前からの友だちである。 〔　　　〕

　ⓑ　優子はカナダが好きで，スキーが大好きである。 〔　　　〕

2 音楽　次は，エミリー（Emily）と和哉（Kazuya）の対話です。これを読んで，あとの各問いに答えなさい。

Emily: Do you like music, Kazuya ?

Kazuya:	 Yes, I do.  I play the guitar every day.  Do you like music ?

Emily: Yes.  I play the piano every day.

Kazuya: Do you play the guitar ?

Emily: No, I don’t.  Do you have your ＊own guitar ?

Kazuya: No.  I play my father’s guitar every day.  It’s a good guitar.

　〈注〉　own　自分自身の

⑴　下線部の英文を日本文になおしなさい。 （ ₈点）

　　（ ）

⑵　本文の内容と合うように，次の問いに，ⓐはエミリーになったつもりで，ⓑは和哉になったつもりで答え
るとき，  に適する語を書きなさい。 （ ₆点× ₂ ）

　ⓐ　Do you play the piano or the guitar, Emily ?

　　　―― I   .

　ⓑ　Do you have your own guitar, Kazuya ?

　　　―― , I .

₅

₅

/50点
読解プラス⑴Unit 4

得点

/50点
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 のマークがあるページ全体をCOCOAR2でかざすと音声が聞けます。
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ア イ ア イ

ア イ ア イ

⑴

a b c

⑵

a b c

⑶

a b c

⑷

a b c

⑸

a b c

●英語の部分はそれぞれ ₂回繰り返して読みます。このページの余白にメモを取ってもかまいません。

1 英語の単語のつづりを聞いて，その単語を小文字で  に書きなさい。 （ ₅点× ₆ ）

⑴　 　　　　　⑵　 　　　　　⑶　

⑷　 　　　　　⑸　 　　　　　⑹　

2 対話を聞いて，その内容に合う絵をア，イから ₁つずつ選び，記号を○でかこみなさい。 （ ₅点× ₄ ）

⑴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑵　　　 　

⑶　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　　 　　　 　 ⑷　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　　 　

3 a，b，cの ₃つの英文を聞いて，絵に合うものを ₁つずつ選び，記号を○でかこみなさい。 （ ₆点× ₅ ）

4 ジム（Jim）とマキ（Maki）の持ち物についての英文を聞いて，質問に対する正しい答えをア～ウから ₁つず
つ選び，記号を○でかこみなさい。 （₁₀点× ₂ ）

⑴　ア　Yes, it is.

　　イ　No, it isn’t.

　　ウ　It’s a guitar.

⑵　ア　Yes, it is.

　　イ　No, it isn’t.

　　ウ　It’s a racket.

Judy
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