
プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 31回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい（全て小文字でよい）。（10点×２） 

 

1個のりんご          １冊の本 

 （２）次の単語を複数形で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

バス          皿 

（３）次の単語を複数形で書きなさい（全て小文字でよい）。（10点×２） 

 

     話             葉 

（４）次の単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

    男の人たち        子どもたち 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 32回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい（全て小文字でよい）。（10点×２） 

 

1本のえんぴつ          １個の卵 

 （２）次の単語を複数形で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

箱           じゃがいも 

（３）次の単語を複数形で書きなさい（全て小文字でよい）。（10点×２） 

 

     ナイフ           少年 

（４）次の単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

    （複数の）足        （複数の）魚 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 33回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい（全て小文字でよい）。（10点×２） 

 

1個のオレンジ          １人のおじ 

 （２）次の単語を複数形で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

ピアノ          クラス 

（３）次の文が説明する単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（20点） 

 

  相手に向かってしゃべること。しゃべる動作に関心があり、話す内容に関心がない。 

（４）次の単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

    （複数の）ひつじ     はつかねずみの複数形 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 34回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい（全て小文字でよい）。（10点×２） 

 

1頭のぞう          １人の学生 

 （２）次の単語を複数形で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

ベンチ          ラジオ 

（３）次の文が説明する単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（20点） 

 

口を動かして言葉を発する様子をいう。話す動作に視点があり、話す内容には関心がない。 

（４）次の単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（15点×２） 

 

    （複数の）歯           女の人たち 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 35回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の単語を発音しなさい。（１問 10点×4） 

 

   an apple （     ）    an egg（     ）  

 

  

buses（      ）      classes（     ） 

 

 （２）次の単語を発音しなさい。（１問 10点×４） 

 

   woman （     ）     women（     ）  

 

tooth（      ）     teeth（     ） 

 

 

（３）次の単語を発音しなさい。（１問 5点×４） 

 

   dishes（    ）      knives（     ）  

 

 boxes （     ）     stories（     ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 36回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の単語を発音しなさい。（１問 10点×4） 

   child （     ）    children（     ）  

 

  

foot（      ）     feet（     ） 

 

 （２）次の単語を発音しなさい。（１問 5点×４） 

    leaf（     ）     leaves（     ）  

 

man（      ）     men（     ） 

 

（３）次の文が説明する単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（20点） 

 

「言う」・・・思考や情報をことばにして発すること。 

 

（４）次の文が説明する単語を英語で書きなさい（全て小文字でよい）。（20点） 

 

思考や情報をことばにして発し、相手に伝えること。聞き手とともに、話す内容が意識される。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 37回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれは１個のオレンジではありません。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

   （複数の）バスが走る。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少年たちは（複数の）辞書を読みます。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

男の人たちは（複数の）机を作ります。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 38回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたは１匹の動物ですか。－はい、そうです。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（複数の）皿をあなたは持っている。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私は（複数の）話を語ります。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

子どもたちは（複数の）ケーキが好きです。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 39回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これは１つの目です。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少年たちは、（複数の）箱を作る。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

婦人たちは（複数の）ゆりを持っています。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたには足がある。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 40回 出題範囲 P100～P107 冠詞と複数形 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私は（複数の）はつかねずみを飼っています。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

人々はナイフ（複数）を使います。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（複数の）ジャガイモが私は好きです。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これは１つの耳ではない。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 41回 出題範囲 P108～P113 これらあれら 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらは私の友達です。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらは私のドレスではない。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらは私の鉛筆ですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（３）に対して、「はい、そうです。」 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 42回 出題範囲 P108～P113 これらあれら 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれらはバスです。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれらは辞書ではありません。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あちらは、あなたたちの妹たちですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（３）に対して、「いいえ、ちがいます」 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 43回 出題範囲 P108～P113 これらあれら 

          

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらは私の子ども達です。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれらはあなたの皿ですか。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

こちらは、あなたの娘たちですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（３）に対して、「はい、そうです」 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 44回 出題範囲 P108～P113 これらあれら 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらは私の本です。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれらは私の本ではありません。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらはあなたの本ですか。－いいえ、違います。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これは、あなたの本ですか。－はいそうです。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 45回 出題範囲 P108～P117 選択疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

  これはテーブルですか、机ですか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

君はジム(Jim)ですか、それともトム(Tom)ですか。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれは１個のオレンジですか、それとも１個のリンゴですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたのお姉さんは一人の医者ですか、それとも一人の看護婦ですか。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 46回 出題範囲 P100～P117まとめ 

冠詞、複数形、これらあれら、選択疑問文 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

  これは私の本ですか、それとも、あなたの本ですか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらは私の馬ですか。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

男の人達は（複数の）ケーキを作ります 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

少年たちは（複数の）辞書を読みます。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 47回 出題範囲 P100～P117まとめ 

冠詞、複数形、これらあれら、選択疑問文 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これらはあなたたちの子ども達ではない。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（複数の）皿を、あなたは持っている。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたのお兄さんは一人の学生ですか、それとも一人の教師ですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

（３）に対して、「彼は一人の学生です」 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 48回 出題範囲 P100～P117まとめ 

冠詞、複数形、これらあれら、選択疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれは１個のオレンジではない。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私は（複数の）話を語ります。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

あなたはアメリカ人ですか、それとも日本人ですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

（３）に対して、「私は、日本人です」。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 49回 出題範囲 P100～P117まとめ 

冠詞、複数形、これらあれら、選択疑問文 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

女の人達は、（複数の）キツネが好きです。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれらはバスです。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あれは１匹の犬ですか、それとも１匹の猫ですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

あれらは辞書ではない。。 

 

 

      点 



プログラム学習 確認テスト  合格は 80点以上。不合格者は、該当ページが宿題になります。 
 

第 50回 出題範囲 P100～P117まとめ 

冠詞、複数形、これらあれら、選択疑問文 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

こちらは、あなたの息子たちですか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

いいえ、違います。 

（３）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼女はあなたのお母さんですか、それとも、あなたのおばさんですか。 

（４）次の日本語を英語の文にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

（３）に対して、「彼女は私の母です」 

 

 

      点 


