Mr. Ishidaの 楽し い（つ もり の） 英語 学習プ リン ト

２学期中間テスト用暗記英文集
(1) I've studied English for three years.
(2) He's lived in Kudamatsu since last year.
(3) I've wanted a dog for two months.
(4) He's had a headache since yesterday.
(5) I've had my bike since I was in the fifth grade.
(6) Have you studied English for three years? Yes, I have.
(7) How long have you lived in Kudamatsu?
I've lived in Kudamatsu for three years.
(8) How long have you known him?
I've known him for ten years.
(9) How long have you taught English?
I've taught English for fifty years.
(10) How long has she wanted to visit Kyoto?
She's wanted to visit Kyoto since last year.
(11) I've been busy since last week.
(12) He's been here for two hours.
(13) I've been sad since you left.
(14) It's been rainy for a week.
(15) How long have you been here?
(16) How long has it been cloudy?
(17) Have you ever visited Nara?
(18) Have you ever played the guitar?
(19) Have you ever seen a UFO?
(20) I've never heard of "fair trade."
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(21) I've read the book before.
(22) I've just finished my homework.
(23) I've already cleaned my room.
(24) Has the train left yet? No, not yet.
(25) I haven't had lunch yet.
(26) They seem a little difficult.
(27) I'm glad [happy] to hear that.
(28) I was surprised to hear that.
(29) I'm sad to hear your story.
(30) I'm sorry to heat that.
(31) I want to learn more.
(32) Would you like to come with us?
(33) I'd love to.
(34) When and where shall we meet?
(35) Let's meet in front of the library.
(36) I'm looking forward to the party.
(37) Why don't we play tennis?
(38) We went to Kyoto on a school trip in June.
(39) There are a lot of places to visit in Kyoto.
(40) My favorite was Kinkaku-ji.
(41) I've never seen such a beautiful temple before.
(42) I enjoyed talking with my friends at night.
(43) I'll never forget this trip.
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２０１ ７

【１】次の５つの日本語を英語になおしなさい。
(1) 私は３年間ずっと英語を勉強しています。
(2) 彼は昨年からずっと下松に住んでいます。
(3) 私は２か月間ずっと犬がほしいと思っています。
(4) 彼は昨日からずっと頭が痛いです。

頭痛：a headache

(5) 私は小学校５年生のときからずっと私の自転車を持っています。
(6) あなたは３年間ずっと英語を勉強していますか？

はい、しています。

(7) あなたはどのくらいの間ずっと下松に住んでいますか？
(8) あなたはどのくらいの間ずっと彼と知り合いですか？

３年間です。
１０年間知り合いです。

(9) あなたはどのくらいの間ずっと英語を教えていますか？ ５０年間教えています。
(10) 彼女はどのくらいの間ずっと京都に行きたがっていますか？ 昨年から行きたがっています。
(11) 私は先週からずっと忙しいです。
(12) 彼は２時間ずっとここにいます。
(13) 私はあなたが去ってからずっと悲しいです。
(14) １週間ずっと雨です。
(15) あなたはどのくらいの間（いつから）ずっとここにいるのですか？
(16) どのくらいの間（いつから）ずっと曇りですか？
(17) あなたは奈良を訪れたことがありますか？
(18) あなたはギターをひいたことがありますか？
(19) あなたは UFO を見たことがありますか？
(20) 私は「フェアトレード」のことを聞いたことがありません。
(21) 私はその本を以前に読んだことがあります。
(22) 私はたった今宿題を終えたところです。
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(23) 私はもう部屋を掃除しました。
(24) その電車はもう出ましたか？

いいえ、まだです。

(25) 私はまだ昼食を食べていません。
(26) それらはすこし難しそうに見えます。
(27) 私はそれを聞いてうれしいです。
(28) 私はそれを聞いて驚きました。
(29) 私はあなたの話を聞いて悲しいです。
(30) 私はそれを聞いて気の毒に思います。それはお気の毒に。
(31) 私はもっと知りたいです。
(32) 私たちと一緒に行きませんか？
(33) ええ、ぜひとも。
(34) いつどこで会いましょうか？
(35) 図書館の前で会いましょう。
(36) 私はパーティーを楽しみにしています。
(37) テニスをしませんか？
(38) 私たちは６月に修学旅行で京都に行きました。
(39) 京都には訪れるべきたくさんの場所があります。
(40) 私のお気に入りは金閣寺でした。
(41) 私は今までにこんな美しい寺は見たことがありません。
(42) 私は夜には友だちと話して楽しみました。
(43) 私はこの旅行のことは決して忘れないでしょう。
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【２】次の６つの日本語を英語になおしなさい。

【３】次の６つの日本語を英語になおしなさい。

【４】次の５つの日本語を英語になおしなさい。

【５】次の５つの日本語を英語になおしなさい。

【６】次の５つの日本語を英語になおしなさい。
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