
英語表現基礎休校中課題（解答） 

Unit 1 基本事項の確認①  

A 
(1) likes (2) plays 

(3) goes (4) studies 

(5) watches (6) uses 

(7) has (8) does 

(9) makes 

B 
(1) help (2) has 

(3) like (4) teaches 

(5) works 

【訳】 

(1) 私は母を手伝う。 

(2) 私の姉［妹］は新しい腕時計をもっている。 

(3) あなたは動物が好きだ。 

(4) ブラウン氏は英語を教えている。 

(5) 彼女は病院で働いている。 

C 
(1) My brother speaks English well. 

(2) Tom has a sister. 

(3) She goes to school by bus. 

(4) Ken plays tennis very well. 

(5) My sister studies very hard. 

(6) Jim uses this dictionary. 

【訳】 

(1) 私の兄［弟］は英語を上手に話す。 

(2) トムには姉［妹］がいる。 

(3) 彼女はバスで通学している。 

(4) ケンはとても上手にテニスをする。 

(5) 私の姉［妹］はとても一生懸命に勉強する。 

(6) ジムはこの辞書を使う。 

D 
(1) Is she a teacher? 

(2) Are you a doctor? 

(3) Does your brother read magazines? 

(4) Do they play baseball? 

(5) Does he like sports? 

(6) Does Lisa often cry? 

【訳】 

(1) 彼女は先生ですか。 

(2) あなたは医師ですか。 

(3) あなたの兄［弟］は雑誌を読みますか。 

(4) 彼らは野球をしますか。 

(5) 彼はスポーツが好きですか。 

(6) リサはしばしば泣きますか。 

E 
(1) I’m not a nurse. 

(2) They are not[ aren’t ] baseball players. 

(3) She does not [ doesn’t ] listen to classical 

music. 

(4) We do not [ don’t ] clean the classroom. 

(5) Susan does not [ doesn’t ] have a bicycle. 

(6) Ken does not[ doesn’t ] watch TV. 

【訳】 

(1) 私は看護師ではありません。 

(2) 彼らは野球の選手ではありません。 

(3) 彼女はクラシック音楽を聞きません。 

(4) 私たちは教室をそうじしません。 

(5) スーザンは自転車をもっていません。 

(6) ケンはテレビを見ません。 

Unit 1 基本事項の確認②  

A 
①Use the computer. 

② Don’t use the computer. 

③ Let’s use the computer. 

【訳】 

① そのコンピューターを使いなさい。 

② そのコンピューターを使ってはいけません。 

③ そのコンピューターを使いましょう。 

B 
(1) Read   (2) Don’t play 

(3) Let’s listen 

C 
(1) Don’t sit on the chair. 

(2) Be kind to old people. 

(3) Let’s swim in the river. 

(4) Let’s eat lunch in the park. 

D 
(1) There is  (2) There are 

(3) There are 

E 
(1) Is there / there is 

(2) Are there / there aren’t 

【訳】 

(1) 木の下に犬が一匹います。 

→木の下に犬が一匹いますか。 

 ─はい，います。 

(2) 袋の中にいくつかの卵があります。 

→袋の中にいくつかの卵がありますか。 

 ─いいえ，ありません。 

F 
(1) There are three cats under the table. 

(2) Is there a clock in your room? 

(3) How many members are there on the 

basketball team? 

(4) There are a lot of birds in the park. 

 
 



 


