


1 　次の絵の中の語（句）を使って，「あなたは毎週末に何を～しますか。」という英文と「私は～をします。」と答える英
文を書きなさい。

　　What do you do on weekends? ―― I play soccer.

□⑴ What do you do on weekends?WhatWhat dodo youyou dodo onon ?weekends?weekends?  ―― I read a book.II readread aa bookbook.

□⑵ What do you do on weekends?WhatWhat dodo youyou dodo onon ?weekends?weekends?  ―― I play the guitar.II playplay thethe iguitarguitar.

□⑶ What do you do on weekends?WhatWhat dodo youyou dodo onon ?weekends?weekends?  ―― I visit my friend.II visitvisit mymy f ifriendfriend.

2  次の英文を下線部が答えの中心となる疑問文に書きかえなさい。
　　I play soccer. → What do you play?

□⑴ 　I play the trumpet.

　　　 What do you play?WhatWhat dodo youyou ?play?play?
□⑵ 　I see fi reworks.

　　　 What do you see?WhatWhat dodo youyou ?see?see?
□⑶ 　I try yo-yo fi shing.

　　　 What do you try?WhatWhat dodo youyou ?try?try?

3  次の英文を下線部が答えの中心となる疑問文に書きかえるとき，　　　に当てはまる語を書きなさい。
□⑴ 　I play basketball on Sundays.

　　　What dododo youyouyou playplayplay  on Sundays?

□⑵ 　I read a book on Sundays.

　　　 WhatWhatWhat dododo youyouyou  do on Sundays?

□⑶ 　I enjoy the summer festival during the summer vacation.

　　　 WhatWhatWhat dododo  you enjoyenjoyenjoy during the summer vacation?
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A 次の日本語を英語にしなさい。

□⑴　浜辺 □⑵　キャンプ（すること） □⑶　家族

□⑷　釣り □⑸　祖父 □⑹　祖父，祖母

□⑺　ギター □⑻　宿題 □⑼　インターネット

□⑽　山 □⑾　公園 □⑿　休暇

□⒀　週末 □⒁　～に登る □⒂　～を楽しむ

□⒃　～を練習する □⒄　（行事など）を見る □⒅　（場所に）とどまる

□⒆　～を試みる □⒇　（人）を訪問する □21 （動物）を散歩させる

□22　退屈な □23 ～もまた，さらに □24　家に［へ］

□25　ただ～だけ □26 ～のある時に，
～の間に □27　～と一緒に

B 次の日本文に合う英文になるように，　　　に当てはまる語を書きなさい。
□⑴　私は毎年，北
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道
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へ行きます。

　　　I go to Hokkaido every    everyevery yearyearyear  .

□⑵　私は沖
おき

縄
なわ

へ行きます。―― 楽しそうだね。

　　　I go to Okinawa. ―― SoundsSSoundsSounds funfunfun  .

次の英文を（　　）内の指示にしたがって書きかえなさい。

□⑴ 　I play basketball.　（下線部が答えの中心となる文に）

　　　 What do you do?WhatWhat dodo youyou ?do?do?
□⑵ 　I like running.　（下線部が答えの中心となる文に）

　　　 What do you like?WhatWhat dodo youyou i ?like?like?
□⑶ 　What do you play?　（the trumpetを使って答える文に）

　　　 I play the trumpet.II playplay thethe trumpettrumpet.

単語・語句単語・語句
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fishingfi ifishingfishing grandfatherfgrandfathergrandfather grandparentgrandparentgrandparent

guitariguitarguitar homeworkhomeworkhomework InternetInternetInternet

mountainimountainmountain parkparkpark vacationivacationvacation

weekendweekendweekend climbiclimbclimb enjoyenjoyenjoy

practiceipracticepractice seeseesee staystaystay

trytrytry visitvisitvisit walkwalkwalk

boringboringboring alsoalsoalso homehomehome

justjustjust duringduringduring withiwithwith

every year ＝「毎年」

Sounds fun. ＝「楽しそうだね。」

文法文法

 「あなたは何をしますか。」という文
にする。

 「あなたは何が好きですか。」という文に
する。

 「私はトランペットを吹きます。」
という文にする。
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本文に合う英文になるように，　　　に当てはまる語を書きなさい。
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