
１学年の基本文：ファイナルチェック（P142～P143）練習シート 

 

1                 Saito Takuma. 私は斉藤拓真です。 

2                       Christina? あなたはクリスティナですか。 

3           ,               . ／          ,               . はい ／ いいえ 

4                   Aya. こちらはアヤです。 

5              Taku. あちらはタクです。 

6              our math teacher. 彼女は私たちの数学の先生です。 

7              popular. 彼は人気があります。 

8                     an English teacher? 彼女は英語の先生ですか。 

9  Yes, she          . ／ No, she         . はい ／ いいえ 

10  She               American. 彼女はアメリカ人ではありません。 

11                 this? これは何ですか。 

12            your school badge. それは学校のバッジです。 

13  I            in Honcho. 私は本町に住んでいます。 

14           you like sports? スポーツは好きですか。 

15  Yes, I          . ／  No, I             . はい ／ いいえ 

16  I               play the drums. 私はドラムを演奏しません。 

17             cheese. チーズと言って。 

18                             . 動かないで。 

19             that? – That’s Nick, my brother. あれは誰ですか。 



20                         bottles do we need? 何本の瓶が必要ですか。 

21  We need            . 必要なのは５本です。 

22                           is it? 何時ですか。 

23            seven thirty. ７時３０分です。 

24              do you want, toast        pancakes? トーストとパンケーキ、どちらが欲しいですか。 

25                Tina? – She’s in her room. ティナはどこ。彼女は自分の部屋にいます。 

26                are my books? – They’re on the desk. 
私の本はどこにありますか。 

机の上です。 

27                           music. 彼女は音楽を演奏します。 

28             she         to school every day? 彼女は毎日学校に行きますか。 

29  Yes, she             .  ／ No, she              . はい / いいえ 

30  She               eat breakfast. 彼女は朝食をとりません。 

31  We            use it every week. 私たちはそれを毎週使うことができます。 

32  We             start. 私たちは始められません。 

33             you sing this part? このパートを歌えますか。 

34  Yes, I            . ／ No, I             . はい /  いいえ 

35                the next band practice. – It’s on Saturday. 
次のバンド練習はいつですか。 

土曜日です。 

36                do you play basketball? – I play it every day. 
いつバスケをしますか。 

毎日です。 

37  Some girls                         volleyball. 数人の女子がバレーボールをしています。 

38  He                          on the phone. 彼は電話で話してはいません。 

39                        you               ? 何をしているのですか。 

40                            a video. ビデオを撮影しているところです。 



41             you                TV now? 今、テレビを見ていますか。 

42  Yes,                . ／ No,                    . はい /  いいえ 

43                    ask something? – Sure. 質問をしてもよろしいですか。 

44            you enjoy New Year ’s Eve? 大晦日を楽しみましたか。 

45  Yes, I           . ／ No, I             . はい  /  いいえ 

46  We              our friend’s house. 私たちは友達の家を訪ねました。 

47  He              me this morning. 彼は今朝、私に電話をくれました。 

48  She              try toshikoshi soba. 彼女は年越そばをたべてみませんでした。 

49  I often             sushi in New York. ニューヨークでよく寿司を食べました。 

50                   you go in Japan? – We went to Kamakura. 
日本ではどこに行きましたか。私たち

は鎌倉へ行きました。 

ここから先は「Skit time」の重要表現を抜き出したものです。 

★                        pet do you want? あなたは何の種類の動物が欲しいですか？ 

★                                   Rumi, please? ルミはいらっしゃいますか。 

★  This is Rumi,                 . ルミです。 

★               dictionary is this? これは誰の辞書ですか。 

★  What color           you like? 何色がよろしいですか。 

★               is it? これはいくらですか。 

 


