


Unit 8 (1)　A Surprise Party

／英語 1年　◯東

単語の確認
□ party パーテイ パーティー

□ tomorrow トマロウ 明日（は）

□ free フリー ひまな

□ bye バイ さよなら，バイバイ

□ See you. またね。

□ video game テレビゲーム

□ surprise サプライズ 驚
おどろ

くべきこと，驚き

□ video ヴイデイオウ 映像，動画

□ then ゼン そのとき（に）

□ look forward to …を楽しみに待つ

□ sound like …のように聞こえる，思える

□ What’s up? どうしたのですか。

（例）にならって解きましょう。

  次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，（　　）

内の語を適当な形に直して使うこと。

（例）　私はピアノをひいています。      （ play ）

　　　I am 　　　　　　　 the piano.

□⑴　メグはカレーライスを食べています。  （ eat ）

　　　Meg is 　　　　　　　 curry and rice.

□⑵　佐藤さんはテレビを見ています。    （ watch ）

　　　Mr. Sato is 　　　　　　　 TV.

□⑶　彩と由美は走っています。       （ run ）

　　　Aya and Yumi are 　　　　　　　 .

   次の英文を「今…しています」という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きな

さい。

（例）　He drinks tea.       （彼は紅茶を飲みます。）

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 tea now.

□⑴　I study English.      （私は英語を勉強します。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 English now.

□⑵　We have lunch.      （私たちは昼食を食べます。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 lunch now.

□⑶　She practices tennis.   （彼女はテニスを練習します。）

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 tennis now.

   （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

（例）　私は歌っています。    （ I，singing ）

　　　 

□⑴　彼らは話しています。   （ they，talking ）

　　　 

□⑵　彼は本を読んでいます。  （ he，reading a book ）
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Unit 8 (1)　A Surprise Party

　英語 1年／◯東

わからないときは，「やってみよう」を見直そう。

 単語の練習 次の英語を日本語にしなさい。

□⑴　party ［ ］ □⑵　surprise ［ ］

□⑶　tomorrow ［ ］ □⑷　video ［ ］

□⑸　free ［ ］ □⑹　then ［ ］

□⑺　bye ［ ］ □⑻　look forward to ［ ］

□⑼　See you. ［ ］ □⑽　sound like ［ ］

□⑾　video game ［ ］ □⑿　What’s up? ［ ］

  次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，（　　）

内の語を適当な形に直して使うこと。

□⑴　良は昼食を食べています。          （ have ）

　　　Ryo is 　　　　　　　 lunch.

□⑵　私はギターをひいています。         （ play ）

　　　I am 　　　　　　　 the guitar.

□⑶　クック先生はコンピュータを使っています。  （ use ）

　　　Mr. Cook is 　　　　　　　 a computer.

□⑷　良と友達はジョギングしています。      （ jog ）

　　　Ryo and his friends are 　　　　　　　 .

   次の英文を「今…しています」という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きな

さい。

□⑴　I sing.            （私は歌います。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 now.

□⑵　They watch TV.       （彼らはテレビを見ます。）

　　　They 　　　　　　　 　　　　　　　 TV now.

□⑶　Erika speaks Japanese.   （エリカは日本語を話します。）

　　　Erika 　　　　　　　 　　　　　　　 Japanese now.

□⑷　He writes a blog.      （彼はブログを書きます。）

　　　He 　　　　　　　 　　　　　　　 a blog now.

   （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私は英語を勉強しています。       （ I，studying English ）

　　　 

□⑵　あなたたちはジュースを飲んでいます。　　（ you，drinking juice ）

　　　 

□⑶　グリーン先生は写真を撮っています。   （ Ms. Green，taking pictures ）
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Unit 8 (1)　A Surprise Party

／英語 1年　◯東

わからないときは，「やってみよう」を見直そう。

 単語の練習 次の日本語を英語にしなさい。

□⑴　パーティー  □⑵　驚くべきこと，驚き  

□⑶　明日（は）  □⑷　映像，動画  

□⑸　ひまな  □⑹　そのとき（に）  

□⑺　さよなら，バイバイ  □⑻　…を楽しみに待つ  

□⑼　またね。  □⑽　…のように聞こえる，思える  

□⑾　テレビゲーム  □⑿　どうしたのですか。  

  次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，（　　）

内の語を適当な形に直して使うこと。

□⑴　私は今，勉強しています。      （ study ）

　　　I am 　　　　　　　 now.

□⑵　慎は本を読んでいます。       （ read ）

　　　Shin is 　　　　　　　 a book.

□⑶　彼らは動物について話しています。  （ talk ）

　　　They are 　　　　　　　 about animals.

□⑷　ダイアンはブログを書いています。  （ write ）

　　　Diane is 　　　　　　　 a blog.

   次の英文を「今…しています」という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きな

さい。

□⑴　I eat soba.            （私はそばを食べます。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 soba now.

□⑵　We dance.            （私たちはおどります。）

　　　We 　　　　　　　 　　　　　　　 now.

□⑶　Yuji plays soccer.        （裕二はサッカーをします。）

　　　Yuji 　　　　　　　 　　　　　　　 soccer now.

□⑷　Mr. Brown runs in the park.   （ブラウン先生は公園で走ります。）

　　　Mr. Brown 　　　　　　　 　　　　　　　 in the park now.

   （　　）内の語（句）を使って，次の日本文を英文にしなさい。

□⑴　私は動画を見ています。      （ I，watching a video ）

　　　 

□⑵　咲と私は昼食を食べています。   （ Saki and I，having lunch ）

　　　 

□⑶　彼女は英語を話しています。    （ she，speaking English ）
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Unit 8 (1)　A Surprise Party

　英語 1年／◯東

定期テストの前に確認しよう！

 語・語句と表現 次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。

□⑴　〔電話で〕もしもし，咲ですか。

　　　　　　　　　　 , Saki?

□⑵　私たちは今日パーティーを開きます。

　　　We have a 　　　　　　　 today.

□⑶　私は今日はひまです。

　　　I’m 　　　　　　　 today.

□⑷　明日について話しましょう。

　　　Let’s talk about 　　　　　　　 .

□⑸　メグ，どうしたのですか。

　　　　　　　　　　 up, Meg?

□⑹　私はそのコンサートを楽しみに待っています。

　　　I’m looking 　　　　　　　 to the concert.

□⑺　いっしょにテレビゲームをしませんか。　― おもしろそうですね。

　　　Why don’t we play a video game together?　― Sounds 　　　　　　　 fun.

□⑻　そのときまたね。　― さよなら。

　　　　　　　　　　 you then.　― Bye.

　　次の日本文の意味を表す英文になるように，　　　にあてはまる語を書きなさい。ただし，（　　）内

の語を適当な形に直して使うこと。

□⑴　私は母を手伝っています。        （ help ）

　　　I am 　　　　　　　 my mother.

□⑵　由美はフィリピン語を勉強しています。  （ study ）

　　　Yumi is 　　　　　　　 Filipino.

□⑶　私の姉は紅茶を飲んでいます。      （ drink ）

　　　My sister is 　　　　　　　 tea.

□⑷　健と私は今，写真を撮っています。    （ take ）

　　　Ken and I are 　　　　　　　 pictures now.

　　　次の英文を「今…しています」という意味の文に書きかえるとき，　　　にあてはまる語を書きな

さい。

□⑴　I play the guitar.      （私はギターをひきます。）

　　　I 　　　　　　　 　　　　　　　 the guitar now.

□⑵　They run in the park.   （彼らは公園で走ります。）

　　　They 　　　　　　　 　　　　　　　 in the park now.

□⑶　She uses a computer.   （彼女はコンピュータを使います。）

　　　She 　　　　　　　 　　　　　　　 a computer now.
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