
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１回 出題範囲 P118～P125 一般動詞否定文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

学生達は勉強する。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これは１冊の本です。 

（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。） 

 

私は魚を食べません。 

（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。） 

 

あなたの弟たちは（複数の）本を持っていない。 

 

 

      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 2回 出題範囲 P118～P125 一般動詞否定文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少女たちは（複数の）えんぴつを持っている。 

 （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）ねこは好きではない。 

（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。） 

 

少年たちは歌わない。 

（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。） 

 

彼は私の父ではない。 

 

 

      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 3回 出題範囲 P118～P125 一般動詞否定文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の妹たちは野球をしません。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたは英語を書かない。 

（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。） 

 

これは１個の卵ですか。 

（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。） 

 

少年たちは（複数の）カメラを持っていない。 

 

 

      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４回 出題範囲 P118～P125 一般動詞否定文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私は知らない。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少女たちは野球をしない。 

（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。） 

 

私は（複数の）手紙を書きます。 

（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。） 

 

私は（複数の）本を読まない。 

 

 

      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 5回 出題範囲 P118～P129 一般動詞疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたは、１冊の本を持っていますか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたは英語を書かない。 

（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。） 

 

あなたは（複数の）猫が好きですか。－はい、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。） 

 

少年たちは（複数の）カメラを持っていない。 

 

 

      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 6回 出題範囲 P118～P129 一般動詞疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたは理解しますか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

これは１冊の本です。 

（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。） 

 

あなたは、１冊の本を持っていますか。－いいえ、私は持っていません。 

（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。） 

 

あなたの弟たちは（複数の）本を持っていない。 

 

 

      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 7回 出題範囲 P118～P129 一般動詞疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたの弟たちはミルクを飲みますか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私は（複数の）ねこは好きではない。 

（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。） 

 

あなたは私の父を知っていますか。－はい、私は知っています。 

（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。） 

 

彼は私の父ではない。 

 

 

      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 8回 出題範囲 P118～P129 一般動詞疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたの妹たちは（複数の）犬が好きですか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少女たちは野球をしない。 

（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。） 

 

私は（複数の）手紙を書きます。 

（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。） 

 

君の（複数の）友達は、（複数の）りんごを食べるか。－いいや、（   ）は食べない。 

 

 

      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９回 出題範囲 P130～P135 一般動詞三単 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の兄はテニスをします。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私は１冊の本を読みます。 

（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。 

（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。） 

 

私の妹はテレビをみます。 

 

 

      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１０回 出題範囲 P130～P135 一般動詞三単 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼女は私の母を知っています。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたの弟は行きます。 

（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（複数の）猫が好きですか。 

（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。） 

 

啓子は（複数の）猫が好きですか。 

 

 

      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１１回 出題範囲 P130～P135 一般動詞三単 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の父は一人の医者です。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたの妹は、あなたのお母さんを、手伝います。 

（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。） 

 

私のおじは、数学を勉強します。 

（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。） 

 

彼は、（複数の）本を読みます。 

 

 

      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１２回 出題範囲 P130～P135 一般動詞三単 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

それは飛びます。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の名前はオーエン（Owen）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。） 

 

あなたの赤ちゃんは、歩きます。 

（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。） 

 

私の父は、１台の車を洗います。 

 

 

      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１３回 出題範囲 P136～P143  

         一般動詞三単否定疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼は（複数の）本を読みません。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の弟は英語を勉強しない。 

（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。） 

 

My sister makes cakes.を否定文にしなさい。 

（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。） 

 

He likes apples.を疑問文にしなさい。 

 

 

      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１４回 出題範囲 P136～P143 

       一般動詞三単否定疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の母は英語を勉強しない。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の姉は野球をしない。 

（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。） 

 

He loves Mary.を否定文にしなさい。 

（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。） 

 

He likes apples.を疑問文にしなさい。 

 

 

      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１５回 出題範囲 P136～P143 

一般動詞三単否定疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

  あなたの弟は英語を勉強しますか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼女は（複数の）りんごが好きですか。－はい、好きです。 

（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。） 

 

あなたの友達は１通の手紙を書かない。 

（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。） 

 

君の弟は、私の妹を知っていますか。－いいえ、好きではありません。 

 

 

      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１６回 出題範囲 P136～P143 

一般動詞三単否定疑問文 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

  She studies English.を疑問文にしなさい。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼は（複数の）本を読みますか。－はい、読みます。 

（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。） 

 

She goes.を否定文にしなさい。 

（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。） 

ブラウンさん（Mrs. Brown）は（複数の）ケーキを作りますか。 

                     －いいえ、作りません。 

 

 

      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１７回 出題範囲 P130～P147 

       一般動詞三単不規則混合 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の父は一台の車を持っています。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

ケイコは（複数の）ねこが好きです。 

（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。） 

 

彼女は一匹のねこを持っていません。 

（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。） 

 

彼女は（複数の）りんごが好きですか。 

 

 

      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１8回 出題範囲 P144～P147 

       一般動詞三単不規則混合 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

Your father has a personal computer.を疑問文にしなさい。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼女は、私の母を知っています。 

（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。） 

 

私の母は、一台の車を持っていません。 

（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。） 

 

私の姉は（複数の）子どもを持っています。 

 

 

      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１9回 出題範囲 P118～P147 

       ５章まとめ 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

He likes apples.を否定文にしなさい。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少女たちは、（複数の）えんぴつを持っている。 

（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。） 

 

私の父は、一人の医者です。 

（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。） 

 

私の妹は、テレビをみます。 

 

 

      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 20回 出題範囲 P118～P147 

       ５章まとめ 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたのお母さんは、（複数の）兄さんを持っていますか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（１）で作った疑問文に「はい」で答える。 

（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。） 

 

これは１個の卵ですか。 

（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。） 

 

私は魚を食べません。 

 

 

      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 21回 出題範囲 P118～P147 

       ５章まとめ 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

キョウコには、一人の兄さんがいます。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

私の名前は、オーエン（Owen）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。） 

 

あなたの弟たちは、ミルクを飲みますか。 

（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）の疑問文に、「はい」で答える。 

 

 

      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 22回 出題範囲 P118～P147 

       ５章まとめ 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたの弟は英語を話しますか。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

（１）の疑問文に「いいえ」で答える。 

（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。） 

 

これは１冊の本ですか。－「いいえ、ちがいます」。 

（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。） 

 

あなたの妹は、あなたのお母さんを手伝います。 

 

 

      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 23回 出題範囲 P118～P147 

       ５章まとめ 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

あなたの弟は行きます。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

少年たちは、歌わない。 

（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。） 

 

君の（複数の）友達は、（複数の）りんごを食べますか。－いいえ、食べません。 

（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。） 

 

あなたの姉は、野球をしない。 

 

 

      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 24回 出題範囲 P118～P147 

       ５章まとめ 

 

（１）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

She studies English.を疑問文にしなさい。 

 （２）次の日本語を英語にしなさい。（１問 25点。単語×は－5点。） 

 

彼は私の父ではない。 

（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。） 

 

あなたは英語を書かない。 

（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。） 

 

彼女は、一個のオレンジを持っていますか。－いいえ、持っていません。 

 

 

      点 


