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Gｏａｌ
１

「一般動詞」について理解を確かにしよう。！

タクヤは英語の授業で自己紹介文を作ることになりました。タクヤになったつもりで,（

）に最も適切

な語を下の〈Word Box〉から選んで書き,英文を完成させましょう。

Hello. Ｉ (

) Takuya.

I(

) English very much.

I(

) it every day.

(

) me Taku. I (

Ｍｙ ｆａｖｏｒｉｔｅ ｓｐｏｒｔ （

) in Miyagi.
） soccer.

Word Box
am

2

are

is

call

go

have

次の場面について，例を参考にしながら，必要があれば（

like

live

look

play

）内の語を適切な形に変えたり，不足してい

る語を補ったりなどして，それぞれの会話が成り立つように,下線部に英語を書きましょう。
（例） 〈音楽の授業で〉 （practice）
A: You play the piano well.

every day?

B： Ｙｅｓ， Ｉ ｄｏ． Ｉ ｌｉｋｅ ｐｌａｙｉｎｇ ｔｈｅ ｐｉａｎｏ．
〔答え〕 Ｄｏ ｙｏｕ ｐｒａｃｔｉｃｅ

⑴ 〈友達の家で〉 （have）
A: Look！ They are my dogs.
B: Wow! Cute! How many dogs

?

Ａ： Ｉ ｈａｖｅ ｔｈｒｅｅ dogs．

⑵ 〈レストランで〉 (like)
A： These egg sandwiches are delicious. Do you want to try it?
B: No, thank you. I

eggs.

A: Oh, really?
８問中
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一般動詞：｢動き｣や｢状態｣を表す言葉
肯定文： I like English.
１

【解答例】

「一般動詞」について理解を確かにしよう。！
※例 ｢look｣｢call｣｢work｣｢live｣｢like｣

疑問文： Do you like English?

否定文： I don’t like English.

タクヤは英語の授業で自己紹介文を作ることになりました。タクヤになったつもりで,（

）に最も適切

な語を下の Word Box から選んで書き,自己紹介文を完成させましょう。
Hello. Ｉ (

am

) Takuya. (

I(

like

) English very much.

I(

play

) soccer every day.

Call

) me Taku.

Ｍｙ ｆａｖｏｒｉｔｅ ｓｐｏｒt（
〈語順〉 (英語)

I ( live / am ) in Miyagi.
is

I

） soccer.

play

soccer

every day.

(日本語) 誰が/ どうする/ なにを/ いつ

Word Box
am

2

are

is

call

go

have

like

次の場面について，例を参考にしながら，必要があれば（

live

look

play

）内の語を適切な形に変えたり，不足して

いる語を補ったりなどして，それぞれの会話が成り立つように,下線部に英語を書きましょう。
（例） 〈音楽の授業で〉 （practice）
A: You play the piano well.
B：

every day?

Ｙｅｓ， Ｉ ｄｏ． Ｉ ｌｉｋｅ ｐｌａｙｉｎｇ ｔｈｅ ｐｉａｎｏ．
〔答え〕 Ｄｏ ｙｏｕ ｐｒａｃｔｉｃｅ

⑴ 〈友達の家で〉 （have）
数を聞きたいときは，

A: Look！ They are my dogs.
B: Wow! Cute! How many dogs

do you have

Ａ： Ｉ ｈａｖｅ ｔｈｒｅｅ dogs．

?

How many を
Do you have dogs?
の前に付ける。

⑵ 〈レストランで〉 (like)

A： These egg sandwiches are delicious. Do you want to try it?
B: No, thank you. I
A: Oh, really?

don’t like

eggs.

